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一 はじめに 

１ 問題意識 

 特許制度は、発明の公開を条件として、一定期間において特許権という発明の実施に対す

る排他的独占権を認め、そこから得る収益をインセンティヴとしてより多くの発明を促し、

もって産業の発達に寄与するためのものである。特許権の対象である発明は、創作された一

定の具体的な技術であって、同時に無体の技術的思想としての本質をもつため、その外延は

明確ではないという特徴がある。それゆえ、今日の特許制度は、明細書において特許発明の

技術的内容を開示し、クレームにおいて特許権の排他的範囲を公示することを保護の前提

としている1。 

 特許権の効力範囲はクレームによって画定されるため、単一主体がクレームに記載され

た構成要件の全てを実施する場合、特許権侵害となり、当該主体に対して権利行使できるの

が原則である。他方、ある主体が特許発明の構成要件の一部しか実施していないとき、間接

侵害に当たる場合を除き2、特許権侵害にならないと一般的に考えられる。確かに、間接侵

害は、発明の実施を複数主体に分担させることにより特許権侵害を回避する手法に対抗し、

そのような手法を阻止するための重要な制度であるが、現実における多様で、場合により細

 
1 クレームは、特許を求める発明が何であるかを特許庁に対して示すとともに、特許が付与された後、一般公衆に

対して特許発明の保護範囲を公示する役割を有する。このようなクレーム制度は、特許発明の技術的範囲を明確

にし、権利の安定性に資する一方、クレームに抵触しない限り、第三者に行動の自由を保障する機能がある。 

2 構成要件の一部のみが実施されている場合における均等論の適用可能性については、不完全利用論を認める

かどうか次第である。不完全利用とは、クレームに記載されている構成の一部が欠落している実施を指す（中山信

弘『特許法（第 4版）』（弘文堂、2019）507-508頁参照）。 
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分化された複数主体による実施態様に鑑み、間接侵害責任を追及できる範囲には自ずと限

界があると言わざるを得ない。その結果、発明の技術的思想が実際に利用されたにもかかわ

らず、いずれの関与者に対しても権利行使ができないという事態になりかねず、特許権の保

護ひいては産業の発達に支障をきたす恐れがある。このような懸念は、かねて方法発明を念

頭に示されてきたが3、ネットワーク通信技術の発展につれ、インターネットを通じて構築

されるシステムに関する物の発明が次第に増え、かような発明の特徴に鑑み、同様の問題意

識が当てはまると思われる。本論文は、複数者が発明の実施に関与する場合について、その

規制手段たり得る間接侵害法理及び他の理論構成に着目して4、各国（中国、日本、米国）

の法制度を比較することにより、中国における解決策を検討するものである。具体的には、

間接侵害制度のあり方を考察した上で、裁判例と学説が提示した各理論構成の妥当性を分

析し、複数主体が発明の実施を分担する場合に関する特許権侵害主体の認定手法を提示す

る。 

 
3 古典的な物の発明については、各部品が複数者により生産され、取り付けられても、最後の部品を加えて構成要

件の全てを満たす物を完成した者が発明の対象である物を生産したこととなり、直接侵害とされ得る。さらに、各部

品を生産・販売等する者について間接侵害責任が問われ得るから、権利行使不可能との問題はあまり生じないと

考えられる。要するに、技術的思想が有体物に具現化される古典的な物の発明については、それを生産するため

には全ての構成要件に相当する部品等から組成される有体物にまとめる必要があり、よって独立して全ての構成要

件に係る実施行為を行う者が必ず存する点において、古典的な方法発明と異なる。 

4 本論文では、間接侵害法理に限界があるため、他の理論構成を用いて特許権侵害を肯定する場合（物の発明

に係る特許権と方法発明に係る特許権のいずれについても）を、「複数人侵害」と略称することがある。 
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２ 検討課題の設定 

 前述のように、近年、ネットワーク通信分野において、特許発明が複数者により分担して

実施される事態が増加していることを背景に、本論文の問題意識を提起するに至ったため、

本論文の課題はネットワーク関連発明を中心に設定される。また、議論の前提として、一般

技術分野における方法発明に関する理論構成も確認する。 

（１）ネットワーク関連発明から生じる問題点 

 まず、ネットワーク関連発明という用語は、法的概念ではないが、「ネットワークを介し

て接続された複数のコンピュータ（例えば、サーバ、クライアント等）の組合せによって実

施され得る発明（物の発明と方法発明の双方を含む。）」と定義されたことがあり5、それ

を踏襲する。代表例として、既述したネットワーク上分散されるシステムの発明のほか、ビ

ジネス上のアイデアをネットワークを利用して実現するビジネス方法発明も注目される。 

 また、インターネットに絡むがゆえに、発明のカテゴリーにかかわらず、以下の特徴が挙

げられる。第一に、予め複数主体の間のやりとりを想定してクレームが書かれることがあ

る。第二に、発明を実施するには、各構成要素を一定の場所に集中させる必要はなく、すな

わち、空間的に離れている複数主体が発明の実施を分担し得る。第三に、同様の技術的思想

 
5 知的財産研究所「ネットワーク関連発明における国境をまたいで構成される侵害行為に対する適切な権利保護

の在り方に関する調査研究報告書」平成 28年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書（2017）。 
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に基づいて「物」の発明と「方法」の発明に書き分けることができ、プログラム6を介して

発明が実施される例が多いため、発明の実体とクレームの表現形式とが乖離しやすい7。 

 以上のように、複数主体による侵害の問題は、従来から方法発明について問題が認識され

ていたところ、地理的に分散される各構成要素がネットワークを通じて一つのまとまった

システムを構成し、作動できる以上、物の発明についても、一部の構成要素だけを保有する

複数主体のうち、如何なる理由付けで、誰のどのような行為に関して権利行使を認めるべき

であるかという問題が顕在化することになった。くわえて、技術的観点からその区別が見極

め難い「物」と「方法」の発明が混在することに起因して、技術的思想が同一であっても、

異なる侵害判断手法が採用されることにより、司法判断に混乱が生じやすい。したがって、

物の発明と方法発明の違いを常に念頭に置いて、複数人侵害に関する各理論構成を考察す

る必要がある。 

（２）複数関与者の行為態様 

 次に、発明のカテゴリーごとに、ネットワーク関連発明の実施に関わり得る複数主体の

個々の行為態様を考えると、方法発明に関しては、①自ら一部の工程を実行する、又は、②

工程の実行に参加せず、実行するための環境を整えたり、実行者に対して設備やソフトウェ

 
6 プログラムは、一定の工程を実行させるようハードウェアに対する指令であって、経時的要素を含むことから、その

本質は「方法」であると考えられる（相田義明「ビジネス特許に関わる侵害事件の問題点」中山信弘編『知的財産・コ

ンピュータと法（野村豊弘先生古稀記念論文集）』（商事法務、2016）554頁参照）。 

7 相田・前掲注 6・554 頁は、1 つのクレームに、システムの構成と経時的要素が同居していることが少なくないと指

摘している。 
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アなどを提供したりする行為が想定される。それに対し、物の発明に関しては、①自ら構成

要素を管理・保有する、又は、②自ら構成要素を保有せず、システムの作動環境を整えたり、

システムを作動させるための設備やソフトウェアなどを提供したりする行為が挙げられる。

上記の各行為態様に対して、間接侵害法理とその他の理論構成の適用余地を考える際に、両

者の役割分担、さらに、併用可能性を検討しなければならない。 

（３）本稿の延長線上にある課題 

 最後に、ネットワーク上の分散処理という特徴がゆえに、国境をまたがって発明の実施が

なされることが少なくないと思われる。したがって、属地主義との関係を踏まえつつ、国境

をまたがる行為による特許権侵害についても、検討が必要である。しかし、本論文は、この

問題については、直接の対象としない。 

３ 論文の構成 

 本論文の構成は以下のとおりである。まず、第一章では、問題の背景を紹介する。第二章

から第四章においては、複数主体が関与する特許権侵害について、間接侵害及びその他の理

論構成という二つの視点から、中日米における裁判例と学説を概観する。第五章では、各国

の法制度を比較することにより、中国における現行法制度の問題点を指摘し、その要因を考

察した上で、解決策を提示する。第六章において、結語を述べる。 
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二 中国における状況 

１ 現行法制度 

 本章では、中国の現行法制度、とりわけ特許権侵害の規律に関する専利法8と民法の役割

分担を説明する。具体的には、専利法と民法における関連規定を確認した上で、間接侵害制

度導入の適否が話題になった専利法改正の経緯を振り返ることにより、間接侵害行為に対

する規制を民法上の共同侵害規定に委ねるとの制度の特徴及びその是非を分析する。最後

に、検討課題に関して、現行法による対応可能性を暫定的に評価する。 

１.１ 専利法上の関連規定 

１.１.１ 特許権侵害 

 1984 年に制定されて以来、中国専利法上、侵害との関係では専利権の排他的効力に関す

る定めしか設けられていなかったが、講学上、特許権侵害は、直接侵害と間接侵害に分けら

れる9。 

 「直接侵害」とは、専利法第 11条によれば、生産経営を目的として、専利権者の許諾を

受けずにその発明を実施することをいう。同条では、物の発明と方法発明に分けて規制され

る行為が掲げられる。前者については、生産、使用、販売の申出、販売、輸入が禁じられて

おり、後者については、方法を使用することができず、かつ、当該方法により直接獲得した

 
8 中国の専利法（原文「中华人民共和国专利」）では、発明、実用新案、意匠という三つの保護対象が合わせて

「発明創造」と呼ばれ（第 2 条）、同法にそれらの関連規定がまとめて定められている。本論文では、ことわらない限

り、法律や司法解釈等を引用する場合は「専利」を用い、それ以外の場合は「特許」を使う。 

9 崔国斌『専利法 原理与案例（第二版）』（北京大学出版社、2016）579頁。 
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製品を使用、販売の申出、販売、輸入を行ってはならないとされる。また、2009 年の司法

解釈10第 7条では、「被疑侵害技術手段に、請求項に記載された全ての技術的特徴と同一あ

るいは同等なものが含まれている場合、人民法院はそれが専利権の保護範囲に入っている

と認定しなければならない」と定められ、オールエレメントルールが確認された11。したが

って、直接侵害の認定は、第一に、行為要件として、生産経営を目的としての実施行為があ

るかどうか、第二に、結果要件として、特許権の保護範囲に属するかどうか、という二点か

ら行われる12。 

 それに対し、いわゆる「間接侵害」は、専利法又は司法解釈における用語ではなく13、講

学上、直接侵害と対立する概念として使われており、直接侵害行為を唆したり実質的に幇助

 
10 最高人民法院「専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」（法釈

〔2009〕21 号）。 

11 ちなみに、中国専利法では均等侵害の明文規定はないが、早くも 2001 年の司法解釈において均等侵害の法

理が確認された。現時点では、最高人民法院「専利紛争事件の審理における法律適用に関する若干規定」（法釈

〔2015〕4 号）第 17 条が最も明確な法的根拠と言われる（「…専利権の保護範囲は、請求項に記載された全ての技

術的特徴に基づいて確定されるべきであって、当該技術的特徴と均等な特徴により確定される範囲も含まれる…

均等な特徴とは、記載された技術的特徴と基本的に同一の手段により、基本的に同一の機能を実現し、基本的に

同一の効果をもたらし、かつ被疑侵害行為の発生時に、当業者が、創造的な労働をせずに想到できる特徴をいう」

と定められている。）。また、請求項に書かれた技術的特徴が一つでも欠落していれば、均等侵害が成立しないとさ

れるため、不完全利用論が認められていない（崔・前掲注 9・702頁）。 

12 張暁陽「多主体実施方法専利侵権案件的裁判思路与規則－以敦駿公司訴騰達公司案為例－」人民司法 7 号

（2020）36頁。 

13 ただし、「間接侵害」との用語は、北京高級人民法院が 2001 年に公布した「専利権侵害の認定に関する若干問

題の意見（試行）」（京高発〔2001〕229 号）（現在は失効）に定められたことがある。また、判決では「間接侵害」との



 
11 

したりすることと一般的に解されている14。このような行為に対する規制は、専利法によら

ず、2016年の司法解釈15を通じて民法上の共同侵害規定に委ねられている。すなわち、同解

釈第 21条によれば、 

 ①関連する製品が専利の実施16に専用される材料、設備、部品、中間物などであることを

明らかに知りながら、専利権者の許諾を得ずに、生産経営の目的で当該製品を他人に提供

し、当該他人が専利権侵害行為を実施した場合、及び、 

 ②関連する製品、方法に専利権が付与されたことを明らかに知りながら、専利権者の許諾

を得ずに、生産経営の目的で積極的に他人を誘導し、当該他人が専利権侵害行為を実施した

場合、 

が、それぞれ、権利侵害責任法第 9条17にいう幇助と教唆に当たる18。 

 
表現がよく用いられる。例えば、四川成都中院（2004）成民初字 942 号、北京市第一中级人民法院（2002）一中民

初字 3258 号。 

14 崔・前掲注 9・749頁。 

15 最高人民法院「専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)」（法釈

〔2016〕1 号）。 
16 原文が「实施专利」となっているため、そのまま訳した。 
17 「他人による権利侵害行為を教唆、幇助した場合、行為者と連帯責任を負わなければならない。」（同条 1 項）。 

18 2020年に公布された民法典が 2021年 1 月 1 日から発効し、権利侵害責任法等の部門法が廃止されることを背

景に（本章１.２.４参照）、最高人民法院は、2020年 12 月 29 日に、2016年司法解釈を含めた計十八件の司法解釈

を修正する決定を公布した（法释〔2020〕19 号参照）。同決定により、2016年司法解釈第 21 条において、引用され

る条文は、「権利侵害責任法第 9 条」から「民法典第 1169 条」に変更された（もっとも、両条文の内容自体は変わっ

ていない。本章１.４.１参照。）。 
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１.１.２ 救済措置 

 中国では、特許権侵害に対する救済措置は、行政救済と民事救済の二種類に大きく分けら

れており、前者は専利法第 65 条19により規定され、後者は専利法上の特別規定と民法等に

おける一般規定とに基づいて決められる。具体的な民事救済措置として、主に差止命令と損

害賠償が認められている。 

 まず、差止命令は、それが下された時点で訴訟手続が終了するか否かによって、臨時的差

止命令と永久的差止命令に分けられる。臨時的差止命令は、さらに訴訟前と訴訟中の差止命

令に分類できるが、専利法及び司法解釈では、訴訟前の差止命令だけが掲げられており20、

訴訟中の差止命令に関しては民事訴訟法第 101条が法的根拠となる。ただし、裁判実務上、

臨時的差止命令に対して非常に慎重かつ謙抑的な姿勢がとられており、それを認容した例

はあまり多くない21。他方、永久的差止命令は、原則、特許権侵害が成立すれば、民法典が

 
19 同条によれば、特許権侵害紛争について、当事者は人民法院に訴訟を提起できるほか、特許事務管理部門に

処理を求めることもできる。侵害行為が成立すると認められる場合、当該管理部門は、侵害者に侵害行為を即時に

停止するよう命ずることができる。 

20 「専利権者又は利害関係者が証拠をもって、他者が権利侵害行為を行っている又は行おうとしていることを証明

でき、それを即座に制止しなければ、当該者の合法的権益が補い難い損害を被る恐れがある場合、訴訟を提起す

る前に、人民法院に対してかかる行為を停止させる措置をとるよう要請することができる。」（専利法第 66 条 1 項）。 

 また、最高人民法院「訴訟前の専利権侵害行為差止の法律適用問題に関する若干規定」（法釈〔2001〕20 号）第

4 条、第 11 条参照。 

21 崔・前掲注 9・807 頁、張広良「中国における知的財産権侵害の民事救済(3)」早稲田法学 83 巻 4 号(2008)188

頁（小口彦太・胡光輝共訳）。 
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公布される前の旧法では、民法通則第 118条22、第 134条23又は権利侵害責任法第 15条24、

第 21条25により、認められることになる。ただし、差止命令の性質について、物権的権利た

る特許権の効力による当然の帰結か、それとも、特許権を侵害する者に課される権利侵害責

任の一形式か、学説上争いがある26。最後に、損害賠償については、上記の民事責任に関す

る一般規定が法的根拠となるほか、専利法第 71条により損害賠償額の算定方法が詳しく定

められている。 

 
22 「公民、法人はその著作権(版権)、専利権、商標専用権、発見権、発明権及びその他の科学技術成果権が剽

窃、改竄、偽り等の侵害を受けた場合、侵害の停止、影響の除去、損害の賠償を請求する権利がある。」 

23 「主要な民事責任の負担方式は以下のものを含む。 

  (1)侵害の停止、(2)妨害の排除、(3)危険の除去、(4)財産の返還、(5)原状の回復、(6)修理、作り直し、交換、（7）

損失の賠償、(8)違約金の支払い、(9)影響の除去、名誉の回復、（10）謝罪。 

 以上の権利侵害責任の負担方式については単独での適用及び併用での適用のいずれも可能である…」 

24 「主要な権利侵害責任の負担方式は以下のとおりである。 

  (1)侵害の停止、(2)妨害の排除、(3)危険の除去、(4)財産の返還、(5)原状の回復、(6)損失の賠償、(7)謝罪、(8)

影響の除去、名誉の回復。 

 以上の権利侵害責任の負担方式については単独での適用及び併用での適用のいずれも可能である。」 

25 「権利侵害行為が他人の人身、財産の安全に危害を及ぼした場合、被権利侵害者は侵害者に対して侵害の停

止、妨害の排除、危険の除去等の権利侵害責任を負うことを請求することができる。」 

26 楊涛「請求権抑或侵権責任－知識産権法中『停止侵害』性質探析－」知識産権 4 号（2015）。 
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１.２ 民法上の関連規定 

１.２.１ 共同侵害の制度体系 

 共同侵害は、間接侵害制度の構築に係る理論基盤と考えられる27。複数者が加害行為を行

う場合における責任認定の問題は、学説上「共同侵害」又は「複数者の権利侵害責任」28と

称され、2009 年の権利侵害責任法の制定を分水嶺として、その制度体系に変容があった。

また、2020 年に民法典が公布されたところ、権利侵害責任法における共同侵害規定がその

まま受け入れられたため、本論文では、原則として、旧法である権利侵害責任法に基づいて

説明する（民法典及び権利侵害責任法の関係規定の対応関係については、後掲１.４.１（２）

に掲げた対応表を参照。）。 

 
27 呉漢東「専利間接侵害の国際立法動向と中国制度の選択」平成 31 年度知的財産に関する日中共同研究報告

書(知的財産研究所、2020)20頁。 

28 ドイツにおける„Haftung mehrerer Personen“又は日本にいう「共同不法行為」に相当する概念であって、数人が

行った行為により、同一の損害結果がもたらされ、当該結果について各人の行為の類型に応じて異なる侵害責任

を負わせることとの定義付けもある（楊立新「多数人侵権行為及責任理論的新発展」法学 7 号（2012）44 頁参照）。

また、複数者の権利侵害責任の制度趣旨は、連帯責任を通じて損害賠償の救済を確保するというより、因果関係

を証明する困難を解消することにあると言われる（程啸『侵権責任法（第二版）』（法律出版社、2015）333頁）。 

 本論文では、制度や理論構成を指すときに、「共同侵害」と「複数者の権利侵害責任」とを互換的に用いる。また、

連帯責任に関する規定を総括して「（広義の）共同侵害規定」と呼び、該当行為を「共同侵害行為」と総称する。 
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 従来は、1986年に制定された民法通則第 130条29及びその関連司法解釈30により、複数者

の権利侵害責任の制度体系が確立された。大別すると、連帯責任をもたらすものとして、共

同加害行為31、共同危険行為32、教唆・幇助行為という三つの行為類型があり、それに加え、

人身損害賠償に関する司法解釈第 3条第 1 項33によれば、共同故意又は共同過失に基づくも

ののほか、侵害行為が直接結合して同一の損害結果が生じた場合も共同加害行為に該当す

る。他方、同条 2 項は、数個の行為が間接的に結合して同一の損害結果を生じさせた場合、

過失の大小又は発生原因への寄与度の割合に応じた分割責任を負う、と定めている。しか

し、当時の制度に関して、「連帯責任」や「共同侵害行為」を重視するあまり、共同加害行

為の適用範囲が不当に拡大され、ひいては共同危険行為との関係に混乱が生じたほか、「直

接結合」と「間接結合」の区別が困難であるという批判があった34。 

 その後、権利侵害責任法第 8条から第 12条までが新設され、前述した制度体系の問題に

つき以下のように修正された。すなわち、共同加害行為の外延を限定的に捉え、「直接結合」

 
29 「二人以上の者が共同して権利を侵害して他人に損害を生じさせた場合は、連帯責任を負わなければならな

い。」 

30 最高人民法院「『中華人民共和国民法通則』を貫徹執行する若干の問題に関する意見(試行)」(法(弁)発〔1988〕

6 号）第 148 条（以下では「民通意見」と略する。）、最高人民法院「人身損害賠償事件の審理において法律を適用

する若干の問題に関する解釈」(法釈〔2003〕20 号) 第 3 条、第 4 条。 

31 「狭義の共同不法行為」に相当する。 

32 「加害者不明の共同不法行為」に相当する。 

33 「二人以上の者が、共同故意若しくは共同過失によって他人に損害を与えた場合、又は、共同故意若しくは共

同過失はないが、それらの侵害行為が直接結合して同一の損害結果が生じた場合は、共同不法行為を構成し、民

法通則第 130 条の規定に基づき連帯責任を負わなければならない。」  

34 程・前掲注 28・334頁。 
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と「間接結合」という分け方を放棄し、意思連絡の有無をメルクマールとする。よって、意

思連絡が認められる共同加害行為（第 8条）、共同危険行為（第 10条）、教唆・幇助行為

（第 9条）は依然として同じグループに属するが、意思連絡のない場合は、数人による個々

の行為と発生した同一の損害結果との因果関係に応じて、連帯責任を負う「累積的因果関

係」の多因一果（第 11条）と分割責任を負う「部分的因果関係」の多因一果（第 12条）に

二分される。 

１.２.２ 共同侵害規定の確認 

 以下では、権利侵害責任法における共同侵害規定を説明する。特許権紛争との関係では、

主に共同加害行為と教唆・幇助行為の規定が問題となりやすいことから、それぞれの要件を

説明した後、他の規定について簡単に触れることにしたい。 

 第 8条の共同加害行為とは、二人以上の者が共同して不法行為を行い、他人に損害を生じ

させたことという。その構成要件たる「共同性」をめぐって、学説は多岐にわたり35、大ま

かに主観説、客観説、折衷説と分類される。通説と裁判実務は、主観説に属する共同過錯説

36を採用してきたと言われる。 

 
35 各学説に関する詳しい説明について、文元春「中国における共同不法行為についての基礎的研究－狭義の共

同不法行為を中心に－」早稲田法学会誌 65 巻 1 号(2014)参照。 

36 同説の代表的論者である王利明氏によれば、共同過錯は共同故意と共同過失を含み、「数人が自らの行為によ

りもたらされ得る共同の損害結果について共同の認識を有し、又はそれを予見・認識すべきであったにもかかわら

ず、軽率又は不注意によって損害結果を生じさせた」ことと解される。 
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 第 9条における教唆行為の構成要件は、以下のとおりである37。①教唆を行う故意がある

こと。すなわち、自分の教唆行為により被教唆者が故意をもって加害行為を実施し、そこか

ら損害が生じることを認識しつつ、当該結果の発生を志向し、又は認容すること。②被教唆

者が加害行為を現に行ったこと。刑法と異なり、教唆行為だけでは非難し難いと考えられる

からである。③教唆行為と加害行為の間に因果関係があること。被教唆者が既に加害の故意

を有する場合や別の加害行為を行った場合に因果関係はないとされる。 

 また、同じ第９条に基づく幇助行為が成立するためには、以下の要件を満たさなければな

らない。①幇助する故意があること。被幇助者との間に損害を加えようとする意思連絡があ

り、又は、被幇助者の行為が権利侵害行為であることを認識しつつ、幇助を提供する場合が

含まれる。被幇助者が幇助行為の存在を知っているかどうかに左右されない。②客観的に物

理的又は精神的な幇助行為を行ったこと。③幇助行為と損害の間に因果関係があること38。 

 上記のほか、第 10条は、複数人が他人の人身、財産の安全に危害が及ぶ行為を行い、そ

の中の一人又は数人による行為が他人に損害を生じさせた場合、具体的な加害者を確定で

きないときに行為者が連帯責任を負うことを定める。第 11 条と第 12 条によれば、意思連

絡のない数人が不法行為を行って同一の損害を生じさせた場合、各人の不法行為が全部の

損害を生じさせ得るときは連帯責任を負うことになり、そうでなければ各自相応の責任に

応じ又は案分して賠償責任を決めなければならない。 

 
37 王利明『侵権責任法研究（第二版）上卷』（中国人民大学出版社、2016）542-552頁。 

38 王・前掲注 37。 



 
18 

１.２.３ 権利侵害責任法の特徴 

（１）統一的な権利救済体系 

 上記のように、権利侵害責任法は伝統的な大陸法系民法における不法行為法に近い側面

を有するものの、同法の特異なところは、その名のとおり、侵害に対して如何なる責任が生

じるかという観点から権利保護の制度が構築されており、民事責任の負担方式として、損害

賠償のみならず、侵害の停止、妨害の排除、危険の除去、財産の返還、原状の回復、謝罪、

影響の除去、名誉の回復も掲げられていることである（第 15条）。すなわち、同法の発想

は、民法上の権利や利益に関するあらゆる法的救済手段を網羅的に定め、被害者による法的

救済の要請に包括的に対応できる権利救済体系を提供しようとする点にあると思われる39。

そうすることにより、債権法から離れて、物権、知的財産権などの絶対権に対しても救済を

与えることができる独自の法体系をなすようになった40。 

 確かに、権益の保護とともに、侵害行為の抑制を求める立法趣旨に相応しい制度設計と言

えるが、何故そのような権利救済体系が、大陸法系の民法理論に基礎付けられる中国民法で

設計されたかを検討すると、立法経緯のほか、学説上の理論展開や実務上の要請も要因にな

ったと考えられる41。すなわち、旧ソ連の民法理論による影響を受け、1986年に公布された

民法通則では、「民事責任」という独立した章の下で侵害の停止等の効果が定められたとい

 
39 鄭路「中国民法における統一的な救済規範と民事責任論－『権利救済体系』と不法行為法－」法律時報 89 巻 5

号（2017）126頁。 

40 魏振瀛「侵権責任法在我国民法中的地位及其与民法其他部分的関係－兼与伝統民法相関問題比較－」中国

法学 2 号（2010）33頁。 

41 魏・前掲注 40・30-32頁、鄭・前掲注 39・127-129頁。 
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う背景事情があり、その後、伝統的な大陸民法理論のような債務概念と責任概念を結合する

立法方式は必ずしも遵守すべきものではなく、「権利－義務－責任」の枠組み内で権利侵害

の法的効果を民事責任に一本化する合理性が学説上論証され、さらに、民事責任の豊富化が

多様な様子を呈する侵害紛争への十全な対処に資することへの配慮も窺われる。 

（２）学説上の議論 

 しかしながら、そのような立法方式について、学説上論争が激しかった。 

 議論の初期には、物権を代表とする絶対権に関する保護措置、とりわけ物権的請求権を取

り立てて規定する必要があるかに関心が持たれ、物権的請求権制度保留説、侵害責任方式代

替説、競合説等が主張された42。その中で、物権的請求権による保護制度を確立すべき旨を

説く学者は、絶対権とそれから派生する請求権を切り離して規定することは妥当ではない

と述べ、侵害責任のアプローチでは物権の優先的効力が没却されたり、同じ行為に対して異

なる帰責原則を適用する事態が生じたりするなどの不都合を挙げている43。それに対し、包

括的な権利救済体系の優越性を唱える侵害責任方式代替説は、権利侵害責任法と不法行為

法が違うことを強調し、侵害責任と請求権は一体両面をなしているから、物権的請求権は当

 
42 また、2007 年に物権法が新設され、「物権の保護」と題する第三章において妨害の排除等が定められたところ、

関連規定の性質や権利侵害責任法第 15 条との適用関係が論点とされていた（魏・前掲注 40、王轶「物権保護制

度的立法選択－評『物権法草案』第三章－」中外法学 1 号（2006）、朱虎「物権請求権的独立与合并－以返還原

物請求権為中心－」環球法律評論 6 号（2013）、王洪亮「原物返還請求権－物上請求権抑或侵権責任方式－」法

学家 1 号（2014）参照）。 

43 崔建遠「絶対権請求権抑或侵権責任方式」法学 1 号（2002）、曹険峰「侵権責任本質論－兼論『絶対権請求権』

之確立－」当代法学 7 号（2007）。 
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然に同体系に帰するべきであり、また、損害賠償請求権とは帰責原則等が相違するところに

関しては特別に規定すればよいと主張する44。他方で、物権の保護について、既存の侵害責

任アプローチを承認しつつ、物権的請求権を認めるべきとする見解によれば45、権利侵害請

求権と物権的請求権が競合関係にあるとされる。 

 また、かかる問題は本質的に民法典の立法体系という立法技術の課題につながると指摘

されたように46、2015年に民法典47の制定が正式的に決定されて以降、学説における重点が、

権利侵害責任法を如何にパンデクテン式の民法典に位置付けるべきかとの方向に転じられ

た。そこで、対立が「権利侵害責任編」の規律範囲に集中され、伝統的な大陸法系の民法構

造を擁護する意見48は、侵害責任を損害賠償に限定しながら、別途物権的請求権を確立すべ

きとした。そうすると、権利侵害責任法が実質的に不法行為法に等しいものに帰してしま

い、独立した一編をなす根拠が貧弱となる。一方、過去の立法経験を承継する中国独自の民

 
44 魏振瀛「論請求権的性質与体系未来我国民法典中的請求権」中外法学4号（2003）385-410頁、魏・前掲注40・

39頁。 

45 楊立新「制定民法典侵権行為法編争論的若干理論問題」河南省政法管理干部学院学報 1 号（2005）28頁、梁

慧星「我国『侵権責任法』的幾個問題」暨南学報(哲学社会科学版) 3 号（2010）7頁。 

46 魏・前掲注 44・399頁。 

47 原文「中华人民共和国民法典」。 

48 崔建遠「民法総則應如何設計民事責任制度」法学雑誌 11 号(2016)、張新宝「侵権責任編起草的主要問題探

討」中国法律評論 1 号(2019)、尹志強「侵権法的地位及与民法典各編関係的協調」華東政法大学学報 2 号

（2019）。 
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法体系に与する見解49は、損害賠償だけではなく網羅的に権利侵害の責任方式を定め、債権

編と切り離された権利侵害責任編を立てるべきと主張した。 

 最後に、知的財産権との関係で、かねてより一種の絶対権と位置付けられるとの共通認識

が形成されていたが、既述した保護措置の問題が残った50。とりわけ、民法典の制定を背景

に、知的財産権法を取り入れるべきか、また、「知的財産権請求権」を定める必要があるか

との二点を中心に議論が行われた51。 

１.２.４ 2020 年民法典の公布 

 民法典の編纂過程における最初の成果は、2017 年に公布された民法典の総則編に相当す

る『民法総則』であった。民法総則は、第 179条において、民事責任に関する従来の包括的

 
49 魏振瀛「請求権在民法典中的地位」北方法学 2 号（2015）。また、そのメリットは、絶対権に限らず、各種の民事

権利利益について侵害の停止等の救済を可能にすることにあるとの主張について、王轶「民法典如何保護物権」

中国法律評論 1 号(2019) 79頁参照。 

50 蒋志培「我国立法和司法中確認的知識産権請求権」中国律師 10 号（2001）、呉漢東「試論知識産権的『物上請

求権』与侵権赔偿請求権－兼論『知識産権協議』第 45 条規定之実質精神－」法商研究 5 号（2001）、王笑冰「論

知識産権上的請求権和侵権損害賠償責任」政法論丛 2 号(2003)。 

51 民法典と知的財産法の関係を検討するものとして、王迁「将知識産権法納入民法典的思考」知識産権 10 号

（2015）、呉漢東「民法法典化運動中的知識産権法」中国法学 4 号（2016）、趙万一「知識産権法的立法目標及其

制度実現－兼論知識産権法在民法典中的地位及其表達－」華東政法大学学報 6 号（2016）参照。 

 知的財産請求権の成文化を支持する見解として、崔建遠「知識産権法之於民法典」交大法学 1 号（2016）など参

照。侵害責任の関連規定で扱わればよく、立法が不必要とする意見として、徐家力＝張军強「民法典背景下的知

識産権侵権責任」学術前沿 4 号（2017）など参照。 
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な定め方を踏襲したが、総則編としての位置付けもあるため、各権利侵害責任の帰責原則の

問題に特に言及していなかった52。 

 その後、民法典全体は、数回の審議と修正を経て、ようやく 2020 年 5 月 28 日に全國人

民代表大会により採択された。同法典では、民法総則がそのまま総則編に取り入れられ、分

編は、異なる時期に出された各単行法等に基づいて、物権、契約、人格権、婚姻家庭、相続、

及び権利侵害責任という 7編の 1260条からなる。 

 最も注目すべきところは、「権利侵害責任」が独立した一編となり、総則編第 179条と合

わせてみれば、最終的に従前の統一的な権利救済体系を承継する形となった。さらに、権利

侵害責任法第 21 条を踏襲する第 1167 条において、故意・過失を要件とせずに、他人の人

身又は財産的利益に危害を及ぼす行為について、侵害の停止、妨害の排除、危険の除去等の

責任が発生することが確認された53。ただし、物権編や人格権編において侵害の停止等の請

求権も定められたため、民法典の制定をもって物権的請求権方式又は権利侵害責任方式と

いう保護経路の論争に終止符が打たされたとは言いきれないところがある。2021 年 1 月 1

 
52 この点について、損害賠償以外の侵害責任の成立には故意・過失が不要であることを明らかにしない限り、権利

侵害請求権が物権的請求権に取り代われると断言できないとの指摘について、王・前掲注 49・74頁。 

53 また、「損害発生」との要件が新たに加えられた第 1165 条、第 1166 条は損害賠償責任を規律し、原則として故

意・過失が必要とされるが、故意・過失が一切要求されていない第 1167 条と対照すると、損害賠償責任とそれ以外

の責任に対して異なる帰責原則が適用されることが明らかになったと考えられる。 
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日から同法典が施行され、それをもって民法通則、権利侵害責任法などの関連単行法が廃止

されたが、共同侵害規定に関しては規定内容に変更がない54。 

１.３ 間接侵害規定の導入をめぐる専利法改正の経緯 

 先述のように、民法における複数者の権利侵害責任規定が実際に間接侵害制度の役割を

果たしてきたが、改めて特別な規定を設け、専利法に間接侵害規定を導入する必要がある

か、という問題は、専利法改正に際して回避できない論点となった55。 

（１）第二回専利法改正（2000 年） 

 早くも第二回法改正において、間接侵害規定を設けるべしとの意見が見られる。国家知識

財産権局が国務院に提出した送審稿では、第 11条に間接侵害条項が加えられた。担当者の

説明によると、直接侵害行為を禁ずるだけでは保護が不十分であること、及び、実務経験か

ら見れば間接侵害行為を規制する必要性が存することがその理由とされた56。しかし、TRIPS

 
54 本章１.４.１（２）参照。 

55 現行専利法が 1984 年に制定された際に、当時間接侵害規定を設けなかった理由について、「新たに創設され

た特許制度について、理解が未だ深まっておらず、間接侵害制度という比較的複雑な規定を、人々が理解して受

け入れるのはなおさら困難であろう」との説明があった（姜丹明「専利法修改有関問題研究」国家知識産権局専利

法研究所編『専利法研究（1999）』（知識産権出版社、1999）22頁）。 

56 尹新天「対専利法修改的研究与建議」国家知識産権局専利法研究所編『専利法研究（1999）』（知識産権出版

社、1999）5頁。 
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協定57に間接侵害の規定がなく、同協定の設定するレベルを上回る保護を与えることは適切

ではないとの理由で58、最終的に間接侵害条項が削除された。 

（２）第三回専利法改正（2008 年） 

 第三回法改正の準備段階において、国家知識財産権局が間接侵害制度の立法の必要性に

関する研究を学界に依頼したところ、肯定説の支持者が圧倒的であった59。それにもかかわ

らず、同年に国家知識財産権局の公布した意見募集稿と国務院に提出した送審稿には、間接

侵害制度が盛り込まれなかった。国家知識財産権局は、①間接侵害規定を導入することは、

それ自身は特許法により保護されない製品にまで特許保護を実質的に拡大することに等し

いこと、②特許権の間接侵害は特許権者の利益と公衆の利益との間における敏感なグレー

ゾーンであって、当該制度の設計に少しでも不適切な点があれば、公衆の利益に対する影響

が著しいこと、③間接侵害とされるような行為は民法通則の共同侵害規定に基づき処理で

きることを挙げて、「特許法に間接侵害規定を設けることは時期尚早」と結論付けた。 

 
57  Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement 

Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197 (1994). 

58 於立彪「関於我国是否有専利間接侵権適用空間的探討」国家知識産権局専利法研究所編『专利法研究

（2007）』（知識産権出版社、2007）430頁。 

59 国家知識産権局条法司編『専利法及専利法実施細則第三次修改专題研究報告（上巻）』（知識産権出版社、

2006）。 
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（３）第四回専利法改正（2020 年） 

  最近の第四回法改正では、間接侵害規定の立法が再び難航した。2015年に国家知識財産

権局が提出した送審稿には、間接侵害規定（第 62条）60が置かれた。同条の文言は 2016年

司法解釈第 21条とほぼ一致しているが、権利侵害責任法第 9条を持ち出さずに、単に「連

帯責任を負わなければならない」と規定した。しかし、全国人民代表大会による審議段階に

至って、2019 年 1 月に公開された修正案（草案）には同条項が削除され、結局、今回の法

改正においても間接侵害制度の導入が見送られた。その理由は未だ不明である。 

１.４ 小括 

１.４.１ 現行の関連規定と旧規定の関係 

（１）専利法上の関連規定 

2016 年司法解釈（最高人民法院「専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問

題に関する解釈(二)」（法釈〔2016〕1 号）） 

2020 年改正後 2020 年改正前 

第 21 条 第 21 条 

 
60 「関連する製品が専利の実施に専用される原材料、中間物、部品、設備であることを明らかに知りながら、専利

権者の許諾を得ぜに、生産経営の目的で当該製品を他人に提供し［当該他人が］専利権侵害行為を実施した場

合、権利侵害者と連帯責任を負わなければならない。」（1 項） 

  「関連する製品、方法が専利製品又は専利方法であることを明らかに知りながら、専利権者の許諾を得ずに、

生産経営の目的で他人を誘導し［当該他人が］専利権侵害行為を実施した場合、権利侵害者と連帯責任を負わな

ければならない。」（2 項） 
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関連する製品が専利の実施に専用される材料、設

備、部品、中間物などであることを明らかに知りな

がら、専利権者の許諾を得ずに、生産経営の目的

で当該製品を他人に提供し、当該他人が専利権

侵害行為を実施した場合、当該提供者の行為が

民法典第 1169 条に定められた、他人による権利

侵害行為を幇助する行為に該当すると権利者が

主張すれば、人民法院は支持しなければならな

い。（下線は改正箇所。） 

関連する製品、方法に専利権が付与されたことを

明らかに知りながら、専利権者の許諾を得ずに、

生産経営の目的で積極的に他人を誘導し、当該

他人が専利権侵害行為を実施した場合、当該誘

導者の行為が民法典第 1169 条に定められた、他

人による権利侵害行為を教唆する行為に該当する

と権利者が主張した場合、人民法院は支持しなけ

ればならない。（下線は改正箇所。） 

関連する製品が専利の実施に専用される材

料、設備、部品、中間物などであることを明ら

かに知りながら、専利権者の許諾を得ずに、生

産経営の目的で当該製品を他人に提供し、当

該他人が専利権侵害行為を実施した場合、当

該提供者の行為が権利侵害責任法第 9 条に

定められた、他人による権利侵害行為を幇助

する行為に該当すると権利者が主張すれば、

人民法院は支持しなければならない。 

関連する製品、方法に専利権が付与されたこ

とを明らかに知りながら、専利権者の許諾を得

ずに、生産経営の目的で積極的に他人を誘導

し、当該他人が専利権侵害行為を実施した場

合、当該誘導者の行為が権利侵害責任法第 9

条に定められた、他人による権利侵害行為を

教唆する行為に該当すると権利者が主張した

場合、人民法院は支持しなければならない。 
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（２）民法上の関連規定 

2020 年民法典 
2010 年権利

侵害責任法 

第 1167 条 

権利侵害行為が他人の人身、財産の安全に危害を及ぼした場合、被権利侵害者

は侵害者に対して侵害の停止、妨害の排除、危険の除去等の権利侵害責任を負う

ことを請求することができる。 

第 21 条 

第 1168 条 

二人以上が共同で権利侵害行為を実施し他人に損害を与えた場合、連帯責任を

負わなければならない。 

第 8 条 

第 1169 条 

他人による権利侵害行為を教唆、幇助した場合、行為者と連帯責任を負わなけれ

ばならない。（１項） 

第 9 条 

第 1170 条 

二人以上が他人の人身、財産の安全に危害を及ぼす行為を行い、そのうちの一人

又は数人の行為が他人に損害を与え、具体的な権利侵害者が特定できる場合は、 

権利侵害者が責任を負う。具体的な権利侵害者が特定できない場合は、行為者は

連帯責任を負う。 

第 10 条 

第 1171 条 

二人以上が別々に実施した権利侵害行為が同一の損害をもたらし、それぞれの権

利侵害行為が全損害をもたらすに十分な行為である場合、行為者は連帯責任を負

わなければならない。  

第 11 条 

第 1172 条 

二人以上が別々に実施した権利侵害行為が同一の損害をもたらし、責任の割合が

確認できる場合、各自が相応の責任を負う。責任の割合を確定することが難しい場

合、頭割りで賠償責任を負担する。 

第 12 条 
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１.４.２ 現行法による規制可能性に関する検討 

 複数主体による特許権侵害の問題について、専利法上、まず、特許発明の技術的特徴が全

て満たされていないため、直接侵害は成立しない。次に、2016年司法解釈第 21条に定めら

れる「間接侵害」がどこまでカバーできるかについて、条文上「専用」や「明らかに知り」

の意味が不明であり、「他人が実施した」という文言から、実施行為が現に発生したことを

間接侵害の成立条件と解すべきかどうかも、なお検討する余地があろう。また、以上の問題

はさておき、いずれの主体の行為も構成要件の全てを充足していない以上、「専利権侵害行

為」が存すると言い難く、やはり同条の適用余地が狭いと言わざるを得ない61。そうすると、

同条を通じて民法典第 1169条を適用する方策も自ずと制限されることになる。 

 他方、民法典権利侵害責任編における他の条文に目を転じると、まず、加害者が不明の場

合を規律する第 1170条、及び、行為者それぞれが単独で不法行為を行ったことを要件とす

る第 1171条と第 1172条は、いずれも適用され得ないものと思われる。また、第 1168条に

ついては、「共同」の意味をめぐって諸説紛紛たる状況があり、それを明白にしない限り、

予測可能な判断基準が得られるとは断言できない。もっとも、以上はあくまで理論的な話で

あって、かかる共同侵害規定の特許法分野における運用次第で答えが異なり得る。そこで、

実務上どのような処理がなされているかを念頭に、章を改めて考察を進めたい。 

 
61 現に特許発明を実施する主体がいなくても、客観的に見れば発明の技術的価値が利用されている場合、「専利

権侵害行為」が存すると規範的に評価すれば、同条の適用余地があると思われる。ただし、そのような捉え方が妥

当であるか否かは、司法実務に照らして考察する必要がある。 
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２ 裁判実務 

２.１ 間接侵害 

これまで、最高人民法院及び地方人民法院は各種の専利権侵害態様に対処するために様々

な解釈を行った。中では、間接侵害に関係するものが散見されるが、2016年司法解釈第 21

条を除き、いずれも拘束力のある規定として定着するに至らなかった。しかし、当時の司法

実務に一定の指針を与えたと考えられるため、本節では、時系列に沿って各規定を概観した

上で、裁判実務における変遷を考察する。 

２.１.１ 司法解釈類似規定62 

（１）第二回専利法改正の時期（2007 年以前） 

 法改正が成し遂げられなかったものの、間接侵害的な行為を規律する必要性が意識され

始めたこの時期に、各法院は積極的に「間接侵害」との用語を使い、その定義及び構成要件

等を定めた。 

 例えば、北京市高級人民法院は、2001 年に「専利権侵害の認定をめぐる若干問題に関す

る意見（試行）」63（以下「2001 年意見」という。）を公開し、間接侵害を第 73条から第

80 条までに規定した。内容を要約すると、間接侵害とは故意に他人の専利実施行為を誘導

 
62 中国では、最高人民法院と最高人民検察院それぞれが裁判活動と検察活動における法律法令の具体的適用

の問題について解釈権限を有し、上述の二つの国家機関による解釈は司法解釈と呼ばれ、最高人民法院の出し

た司法解釈は下級法院に対して拘束力を有する。そのほか、各高級人民法院が司法解釈類似規定を制定すると

いう実務慣行もあり、それらの司法解釈類似規定は法的拘束力を有さないが、法院の立場を示すものとして実務上

参考にされる。 

63 原文「关于执行<专利侵権判定若干問題的意见(试行)>的通知」。 
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し、慫慂し又は教唆して、直接侵害を生じさせる行為と定義しながら、その主観的要件と客

観的要件をそれぞれ、故意と直接侵害行為の発生に必要な条件を提供することと明言した

（第 73条）。客観的要件に関しては、間接侵害の対象たるものを「専用品」64（第 74条）、

規制すべき行為態様を提供、販売又は輸入に限定した（第 75条）。主観的要件に関しては、

他人による専利権侵害を誘導し、慫慂し又は教唆する意図と説明され（第 76条）、他人が

専利権侵害行為を行おうとしていることを明らかに知りながら、必要な条件を提供するこ

とも間接侵害になるとされた（第 77条）。それに加え、原則として直接侵害の発生を間接

侵害の前提と定め（第 78条）、専利法上非侵害とみなし又は直接侵害責任を追及しない場

合（第 79条）、及び直接侵害行為が外国で行われ又は行われそうな場合（第 80条）は、間

接行為者に対して権利侵害の責任を追及できるとした。 

 その後、2003 年に最高人民法院は「専利権侵害紛争の審理をめぐる若干問題に関する規

定（会議討論稿）」65（以下「2003年会議討論稿」という。）を公にした。そこでも、「間

接侵害」を見出しとする規則がある。第 33条によれば、以下のいずれかの場合に当たれば、

民通意見第 148条に基づき共同侵害として扱われる。すなわち、（一）他人が専利権を侵害

していることを知りながら、必要な設備又は場所等を提供して幇助するとき、（二）原料、

中間物、部品等の製品が専利の実施にのみ使われるであること知りながら実施権原のない

 
64 「専用品」の意味について、同条は、「他人の製品［物の発明］の実施にのみ用いられる主要な部品又は方法専

利の中間産物であって、他人の専利技術（製品又は方法）を実施する一部分を構成し、かつ他の用途がないもの」

と説明した。 

65 原文「关于审理专利侵権纠纷案件若干問題的规定(会议讨論稿)」。 
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第三者に提供するとき、（三）商標権者としてライセンシーが侵害製品に商標を使っている

ことを知りながら阻止をしないとき、である。 

（２）第三回専利法改正の時期（2008 年から 2015年まで） 

 2008 年法改正の経緯か分かるように、立法機関は間接侵害制度の導入に慎重な姿勢に傾

いた。この時期に至っては、司法機関も、初期と一変して、「間接侵害」との言い方を積極

的に使わず、共同侵害行為や連帯責任を述べるにとどまった。また、条文の規定ぶりについ

て、行為類型と主観的要件が簡素化された点も注目に値する。 

 まず、2009 年の最高人民法院による「専利権紛争の審理における法律適用をめぐる若干

問題に関する解釈（意見募集稿）」66の第 16条では、2003年会議討論稿第 33条に掲げられ

た行為のうち、（二）号だけが取り入れられた。また、主観的要件は「知っている」程度で

足りるとした。侵害が肯定される法的効果として、直接侵害者と連帯責任を負い、生産経営

の目的がなくても、民事責任を追及できると定めた。 

 もう一つの動きとして、北京市高級人民法院が『専利権侵害認定指南（2013 年）』を編

纂し、これをもって 2001 年意見を廃止することになった。そして、「共同侵害行為」と題

する節では、専利法第 11条に定められた行為を実施するよう他人を教唆・幇助する場合（第

106 条）、及び、物の発明又は方法発明を実施するために「専用」67される材料、設備など

を提供、販売、輸入する場合（第 108条）68が掲げられたほか、二人以上が共同で又は相互

 
66 原文「关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干問題的解释(征求意见稿) 」。 

67 「専用」の意味は明確に説明されていないが、おそらく意見にいう「専用品」の意味と同様に解されている。 

68 主観的要件に言及していない。 
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に分業・協力して専利法第 11条に定められた行為をする場合（第 105条）、他人が専利法

第 11条に定められた行為を実施するために場所、倉庫、輸送などの便利な条件を提供する

場合（第 109条）も含まれた。 

（３）第四回専利法改正の時期（2016年以降） 

 2016 年司法解釈の公表により、間接侵害をめぐる長年の論争に終止符を打つことが期待

された。それに合わせて、北京市高級人民法院は、翌年に『専利権侵害認定指南（2017 年）』

を発表し、司法解釈 21条について、専用品の意味及び教唆・幇助の行為態様を補足的に定

めた。 第一に、第 119条によれば、専用品は、専利の技術的思想の実現に「不可欠」69であ

って、かつ、「実質的非侵害用途」がないものを指し、製品が「専用」であるか否かは、権

利者が証明すべきものである。また、実施側が非生産経営目的を有し又は専利法第 69条第

3号から第 5号までのいずれに該当しても、教唆・幇助の行為者は依然として民事責任を負

うべきとした。第二に、第 121条では教唆の手段として、図面や製品の取り扱い説明書の提

供、技術手段の伝授又は製品のプレゼンテーションなどが挙げられており、場所や輸送など

の便利な条件を提供する行為が幇助に当たることも明らかにした。 

 
69 原文「不可或缺」。 



 
33 

２.１.２ 裁判例の傾向と流れ 

 本部分では、過去の間接侵害事案を網羅的に考察した結果に基づき70、上述した各解釈が

実務にどのような影響を与えたかを、各時期の裁判例の傾向と全体的な推移という二つの

側面から説明する。詳しくは以下の三点を考察対象とする。①間接侵害の構成要件、②直接

侵害と間接侵害の関係、③共同侵害と間接侵害の棲み分け、である。 

（１）萌芽が見られる第二回専利法改正の時期（2007 年以前） 

 中国における最初の間接侵害事件71は 1993 年に遡る。その後、複数の裁判例が現れた。

初期の裁判例の特徴は、間接侵害とされる教唆行為と幇助行為との区別をしていないこと、

間接侵害法理の構成要件と共同侵害責任の成立要件の間に相当の重複があること、という

二点にある。 

 第一点について、北京市高級人民法院の提示した定義規定がしばしば引用されており72、

多くの裁判例は、被疑侵害者が客観的に専用品を販売等するだけでは足りず、主観的に他人

による直接侵害を誘発する又は唆す意図を有することも要件とした73。その結果、被疑侵害

行為が教唆か幇助かを明示しないまま、間接侵害が成立するとして、判決が言い渡された。

 
70 裁判例の収集方法として、中国裁判文書と北大法宝という二つのデータベースを利用し、「専利 間接侵害」の

キーワードで知的財産権紛争事件を検索した。 

71 太原市中级人民法院（1993）法经初字第 27 号（一審）、山西省高级人民法院（1993）晋经终字第 152 号（二審）。 

72 北京市第一中级人民法院（2002）一中民初字第 3258 号、西安市中级人民法院（2006）西民四初字第 019 号、

温州市中级人民法院（2007）温民三初字第 169 号。 

73 山西省高级人民法院(1993)晋经终字第 152 号、长春市中级人民法院（2005）长民三初字第 82 号など。 
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ところが、同時期の後期において、専用品要件を重視しつつ、主観的要件を緩めに判断する

傾向がみられる74。 

 前述した主観的要件が共同侵害責任の成立要件と重複していることは言うまでもなく、

直接侵害との関係について、従属説が妥当であって75、かつ、侵害行為が実際に発生したこ

とが殊更強調されていた76。そのため、当時間接侵害とされる行為のほとんどは共同侵害規

定で処理することができると考えられ77、「間接侵害行為は共同侵害行為の一種類である」

と説く裁判例がある78。 

（２）混沌が生ずる第三回専利法改正の時期（2008 年から 2015年まで） 

 前段階と比べて、2008 年以降、裁判例は意識的に教唆と幇助を使い分ける傾向を示した。

典型例となる Novartis AG案79では、一審法院は被告製品に侵害以外の商業的用途がないと

いう事実判断を前提に間接侵害の成立を認めたが、二審段階では他の非侵害用途が立証さ

 
74 主観的要件について、「誘発する又は唆す故意」が「明らかに知っている（又は知ることができた）」へ変わった。

例えば、西安市中级人民法院（2006）西民四初字第 019 号、长沙市中级人民法院(2005)长中民三初字第 144-2

号、江苏省高级人民法院（2005）苏民三终字第 014 号。 

75 生産経営を目的としない者が特許発明を実施した場合、なお間接侵害の成立を認めた裁判例として、广西壮族

自治区高级人民法院（2005）桂民三终字第 5 号、长春市中级人民法院（2005）长民三初字第 82 号がある。 

76 直接侵害が既に発生したことを理由に、間接侵害を肯定した裁判例として、成都市中级人民法院（2004）成民

初字第 942 号、北京市第一中级人民法院（2002）一中民初字第 3255 号がある。他方、直接侵害の存在が証明で

きなかったことを理由に、侵害を否定した裁判例として、温州市中级人民法院（2007）温民三初字第 169 号、济南

市中级人民法院（2003）济民三初字第 41 号を参照。 

77 鄧宏光「専利間接侵権与共同侵権関係探析」電子知識産権 4 号（2006）22頁。 

78 成都市中级人民法院（2004）成民初字第 942 号。 

79 重庆市第一中级人民法院(2008)渝一中民初字第 133 号、重庆市高级人民法院(2008)渝高法民终字第 230 号。 
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れた。それにもかかわらず、二審法院は、ウェブサイト等の宣伝資料及び実際の販売態様に

鑑み、被告製品を直接侵害に用いられるものとして譲渡の申出又は譲渡していることが明

らかであるとして、教唆に該当すると判示した。 

 ところが、間接侵害を正面から扱う条項がなくなったためか、被疑侵害物がオールエレメ

ントルールを満たさないとの理由で直ちに間接侵害の主張を否定する裁判例が現れ80、間接

侵害の構成要件に関して実務上の理解にばらつきが一層大きくなった。まず、客体的要件と

して、「発明の実施にのみ使われるもの」以外に81、「発明の技術的思想に欠かせない本質

的部分」82や「特許製品の生産に対する重要な部品」83といった説示がなされていた。他方、

主観的要件については、「明らかに知っている」84、「明らかに知っているか知るべきであ

った」85、「直接侵害を幇助する意図」86、「明らかに知り、かつ意図がある」87という基準

が示された。 

 
80 广州市中级人民法院（2013）穗中法知民初字第 445 号。 

81 重庆市第一中级人民法院(2008)渝一中民初字第 133 号、福建省高级人民法院(2010)闽民终字第 726 号、义

乌市中级人民法院(2015)金义知民初字第 535・536 号。 

82 深圳市中级人民法院（2008）深中法民三初字第 415 号。 

83 河南省高级人民法院(2014)豫法知民终字第 5 号。 

84 上海市第一中级人民法院(2012)沪一中民五(知)初字第 136 号、义乌市中级人民法院(2015)金义知民初字第

535・536 号。 

85 深圳市中级人民法院（2008）深中法民三初字第 415 号。 

86 福建省高级人民法院(2010)闽民终字第 726 号、天津市高级人民法院(2008)津高民三终字第 003 号。 

87 昆明市中级人民法院(2014)昆知民初字第 384 号。 
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 次に、間接侵害と直接侵害との関係について、二点が注目されるべきである。第一に、従

属説という大原則を遵守しながら、侵害行為が実際に発生したことを求めなくなった。すな

わち、直接侵害が必ず引き起こされること88又は侵害を行おうとする特定の侵害者の存在89

さえ証明できれば、間接侵害が認められ得る。第二に、既述した間接侵害を認めることに消

極的な立場をとる裁判例の登場とともに、極めて興味深い動きとして、「使用環境構成要件」

の概念が創出され、本来間接侵害により規律され得る行為を直接侵害として処理する事案

が生じた90。くわえて、被疑侵害製品が販売された後、必ず特定の工程を経て全ての構成要

件を満たすことになるとして、被疑侵害製品の提供を直接侵害と認定した裁判例91も見られ

る。 

 最後に、権利侵害責任法が制定された後、同法第 9条の教唆・幇助侵害を間接侵害法理の

法的根拠とする考え方が定着する一方92、間接侵害とされるべき行為態様について限定をせ

ず、場所や資金を提供することも含まれ得ると判示した裁判例がある93。 

 
88 天津市高级人民法院(2008)津高民三终字第 003 号、重庆市第一中级人民法院(2008)渝一中民初字第 133 号、

广州知識産権法院(2015)粤知法专民初字第 1402 号。 

89 深圳市中级人民法院（2008）深中法民三初字第 415 号、义乌市人民法院(2015)金义知民初字第 535・536 号。 

90 本章２.２.１参照。 

91 银川市中级人民法院（2012）银民初字第 86 号（一審）、宁夏回族自治区高级人民法院（2013）宁民终字第 4 号

（二審）。ただし、再審では、技術的効果及び目的が違うとして非侵害と判断された。 

92 昆明市中级人民法院(2014)昆知民初字第 384 号、义乌市中级人民法院(2015)金义知民初字第 535・536 号、

西安市中级人民法院(2013)西民四初字第 00310 号。 

93 昆明市中级人民法院(2014)昆知民初字第 384 号。 
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（３）明確化を図る第四回専利法改正の時期（2016年以降） 

 2016 年司法解釈が指導的役割を果たしたおかげで、この時期に及ぶと、裁判例における

判断基準が明快になりつつある。 

 第一に、間接侵害の構成要件について。まず、専用品の意味が明らかになった。つまり、

『専利権侵害認定指南（2017）』に沿って、技術的思想に対する重要性及び実質的非侵害用

途がないことという二点から判断を行うこととなった94。次に、主観的要件として、多くの

裁判例は第 21 条に基づき「明らかに知っている」ことを基準としているものの95、商品説

明書や和解調書等の存在をもって立証ができたとする裁判例も少なくない96。 

  第二に、直接侵害との関係について。司法解釈の文言上「専利権侵害行為を行った」と

あることから97、実務が再び、侵害行為が実際に発生したことを要件とする傾向を見せた。

ただし、教唆侵害について、裁判例は一貫して、侵害が起ったことをその構成要件としてい

 
94 厦门市中级人民法院（2014）厦民初字第 731 号、北京市高级人民法院(2017)京民终 454 号。 

95 「知るべきであった」を要件とする裁判例は少ないながらも幾つかが見られる。广州知識産権法院(2016)粤 73 民

初 852 号、深圳市中级人民法院（2015）深中法知民初字第 1591 号参照。 

96 江苏省高级人民法院(2016)苏民终 168 号、广州知識産権法院（2016）粤 73 民初 1072 号、广州知識産権法院

(2017)粤 73 民初 1269 号。 

97 2014年 8 月に公開された司法解釈の意見募集稿では、「専利を実施す権原を有さない者又は法律上侵害責任

を負わないとされる者が実施するために製品を提供する」と規定されたところ、2016 年司法解釈では「製品を他人

に提供し、当該他人が専利権侵害行為を実施した」という定めになった。この経緯に鑑み、司法解釈が「実施したこ

と」を強調していると考えられる。また、同解釈は、直接侵害行為が既に行われ又は現に行われているという事情の

存在を求るものであるという指摘について、呉・前掲注 27・31 頁、李揚「幇助型専利権間接侵権行為的法律構成」

人民司法（応用）16 号（2016）52頁参照。 
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るのに対し98、幇助侵害について、実施を行った特定の行為者の証明まで必要とされるか99、

又は、侵害行為が必ず起こるとの証明で足りるか100、未だ定かではない。また、近年、方法

の使用に用いられる物の生産販売を直接侵害と認定する判決が複数下され、方法発明につ

いて間接侵害の概念を適用する意義が失われてしまうことが懸念される101。 

 最後に、共同侵害と間接侵害の関係について、裁判例は依然としてインターネットサービ

スや場所などの提供を幇助侵害として認める傾向にあるが102、ソニー事件二審判決103では、

間接侵害法理の根拠と趣旨について、以下のような興味深い説示があった。「いわゆる『特

許権間接侵害行為』は、直接侵害行為の存在を前提に幇助侵害となり得る。『間接侵害』行

為者が直接侵害行為者と連帯責任を負うのは、『間接侵害』行為と直接侵害行為の成立に因

果関係があり、かつ『間接侵害』行為者が明らかな主観的過失を持つからである。それによ

り、クレームドラフティングスキルを向上させ、『余分指定原則』104の適用を回避すること

ができる。」 

 
98 广东省高级人民法院(2019)粤知民终 136 号、广东省高级人民法院(2019)粤知民终 435 号、厦门市中级人民

法院（2014）厦民初字第 731 号。 

99 广东省高级人民法院(2016)粤民终 1960 号、北京市高级人民法院(2017)京民终 454 号。 

100 江苏省高级人民法院(2016)苏民终 168 号。 

101 本章２.２.２参照。 

102 深圳市中级人民法院（2015）深中法知民初字第 1591 号、广州知識産権法院(2016)粤 73 民初 1996 号、广州

知識産権法院(2016)粤 73 民初 790 号。 

103 北京市高级人民法院(2017)京民终 454 号。 

104 請求項の構成要件のうち重要でないものが被疑侵害製品に存在していなくとも、特許権侵害を認める原則であ

る。かつて、実務家が余計な構成要件までもクレームに含めてしまう事態が多発することに鑑み創出された原則で
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２.１.３ 小括 

 総じて言えば、これまでの司法実務は、間接侵害的な行為を規制する必要性が意識されて

以来、民法上の共同侵害規定によりそれを実現しようとする立場を貫いた。ただし、間接侵

害を認定するための要件について、共同侵害規定のそれと重複が大きい早期段階から、具体

的な判断基準にばらつきがあるものの、客観的要件の判断において「専用品」に着目しつつ

主観的要件を緩和させる方向性にある中間段階を経て、各要件に対する統一的な理解が得

られるようになりつつある現段階に至った。さらに、直接侵害との関係について、一貫して

従属説に従い、直接侵害の存在を前提としてきたところ、直接侵害行為が実際に発生したこ

とが必要とされるかをめぐって、一旦緩やかな捉え方を示したが、2016 年司法解釈がより

厳格な立場をとり、その影響で司法実務がどのような方向に進むかは、裁判例の蓄積を待つ

ほかない状況にある。最後に、特許法に間接侵害規定を設けるべきかどうかという論争の根

本に位置付けられる、共同侵害と間接侵害の棲み分け問題に関して、早期においては、間接

侵害法理の要件について共同侵害の要件とほぼ一致すると理解され、同法理を用いる意義

が乏しいと考えられていた。その後、特有の構成要件が定着しつつある流れの中において

も、間接侵害法理を否定したり、あえて直接侵害として処理したりする判決が存することに

鑑み、これまでの裁判例は、特許法上未だ明文化されていない間接侵害法理を、共同侵害制

度と離れて独自の制度趣旨を有するものとして扱うに至っておらず、むしろ間接侵害の適

用に消極的な態度が見られる。その反面、共同侵害規定が相変わらず間接侵害行為の認定に

 
あるが、オールエレメントルールに反すると批判された結果、最高人民法院「専利権侵害をめぐる紛争案件の審理

における法律適用の若干問題に関する解釈」（法釈〔2009〕21 号）第 7 条により廃止された。 
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入り込んでいく傾向にあり、インターネットサービスや場所の提供行為を幇助侵害として

認めた裁判例が少なくないことがその現れだと思われる。 

２.２ 複数人侵害 

 本節では、まず、特許権侵害紛争における共同直接侵害の成立余地を確認する。次に、そ

れ以外の場面について、古典的な物の発明と古典的な方法発明に分けて裁判例を考察した

上で、ネットワーク関連発明の事例を幾つか紹介する。それらを踏まえて、裁判例の示した

方向性及びその問題点を説明する。 

２.２.１ 共同直接侵害 

 これまでの司法解釈類似規定は、複数主体が共同で又は協力して特許発明を実施するこ

とを侵害責任に当たる場面として列挙してきたが105、実務上、どのような要件の下で判断さ

れるかを、典型例を通じて見ておきたい。 

 2018 年の電磁バルブ事件106では、特許権者が、被疑侵害製品を生産・販売する被告会社

と（支払金を受け取るために個人の銀行口座を提供した）その法定代表人が、特許権を共同

侵害したとして連帯責任を負うべきと主張した。一審と二審では被告らの共同故意が証明

されていないとして請求は認められなかったが、再審において、最高人民法院は共同侵害の

成立要件に言及した上で、共同侵害が成立すると判断した。まず、要件として、①複数の加

害主体が存在し、②各加害者が主観的に共同の意思連絡を有し、③客観的に各加害者の行為

 
105 例えば、2003年会議討論稿第 34-36 条、『専利権侵害認定指南（2013年）』第 105 条。 

106 最高人民法院（2018）最高法民再 199 号。 
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がお互いを利用し、協力し又は支持する関係にあり、④各加害者の行為による損害結果が共

同意思の範囲内にあることが挙げられた。当てはめにおいて、被告法定代表人が被告会社に

対して極めて強い支配力を施し、両被告が本件発明を認識しながら被疑侵害製品の生産・

販売等を行った事情から共同侵害の故意が認められ、さらに個人口座の提供・受取も客観

的な相互利用・協力・支持行為と評価できるとして、特許権者の主張を肯定した。 

２.２.２ 古典的な物の発明 

 約十年前から、物の発明について、構成要件の一部しか満たさない被告製品の生産販売で

あっても、「使用環境特徴」の認定というクレーム解釈手法を通じて、直接侵害と認定する

動向があった。その嚆矢となったのが、最高人民法院が 2012 年に下した島野判決107である。 

 同事件で問題となった「自転車リヤディレーラブラケット」と称される発明のクレーム108

には、リヤディレーラブラケットの構造以外に、リヤディレーラブラケットを通じて連結さ

 
107 最高人民法院(2012)民提字第 1 号。同事件を詳しく紹介するものとして、胡春豊「中国における複数主体による

特許権侵害に関する判決の新動向－『使用環境の構成要件の認定』に関する中国最高裁判決の考察－」パテント

68 巻 11 号（2015）参照。 

108 「（仮訳）1.リヤディレーラ(100)を自転車車体フレーム(50)に連結するための自転車リヤディレーラブラケットであ

って、 

 前記リヤディレーラがブラケット部材(5)、チェーンガイド(3)を支持するための支持部材(4)、及び前記支持部材(4)

とブラケット部材(5)を連結するための一対の連結部材(6，7)を備え、 

 前記自転車車体フレームが車体フレームのリヤフォークエンド部(51)のディレーラ取り付け用延出部(14)に形成の

連結手段(14a)を備え、 
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れる自転車車体フレームとリヤディレーラの構造や、リヤディレーラブラケットが車体フ

レームに取り付けられたときの各構成要素の位置が記載されていた。しかも、本件発明の出

願経緯をみれば、最初の請求項においてはブラケットの構造だけが記載されていたところ、

新規性・進歩性なしとの拒絶理由通知を二回受けた後、車体フレームとリヤディレーラの

構造、位置関係等の構成要件が補正で追加されたという事情があった。被告がリヤディレー

ラブラケットとリヤディレーラの生産・販売を行ったが、車体フレームの生産者及びブラ

ケットを車体に取り付ける者が別に存する。そのため、被告は、被疑侵害製品が車体フレー

ムに関する構成要件を充足しないとして、非侵害を主張した。下級審法院は、被疑侵害製品

が自転車車体への装着に関する構成要件を満たさないとして被告の主張を支持した109。 

 ところが、最高人民法院は、「使用環境特徴」を発明が利用される背景又は条件を説明す

るための技術的特徴と定義付け、自転車車体フレームとリヤディレーラの構造に係るクレ

 
 前記リヤディレーラブラケットは、ほぼ L 字状の形状のプレートで構成されるブラケット体(8)、前記ブラケット体(8)

の一端側に設けられ、前記リヤディレーラ(100)を前記ブラケット体(8)に連結し、第一軸心(91)まわりで回動可能の

第 1連結手段(8a)、 

 前記ブラケット体(8)の他端側に設けられ、前記ブラケット体(8)を前記自転車車体フレーム(50)の連結手段(14a)に

連結する第 2 連結手段(8b)と、前記ディレーラ取り付け用延出部(14)に接触し、前記リヤディレーラ(100)を前記リヤ

フォークエンド部 (51)に対して設定された取り付け姿勢で位置を決める位置決め手段(8c)を備え、 

 前記ブラケット体(8)が前記リヤフォークエンド部 (51)に取り付けられたとき、前記第 1 連結手段(8a)と前記第 2 連

結手段(8b)との位置関係が、前記第 1 連結手段(8a)が提供する連結点は前記第 2 連結手段(8b)が提供する連結

点の下と後となるように設けられたことを特徴とする。」 

109 宁波市中级人民法院(2004)甬民二初字第 240 号（一審）、浙江省高级人民法院（2005）浙民三终字第 145 号

（二審）、浙江省高级人民法院(2009)浙民再字第 135 号（再審）。 

 二審では、間接侵害についても争われたが、直接侵害が存しないとして認めなかった。 
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ームが使用環境特徴に該当すると認定した。続いて、クレームに記載された以上、発明の技

術的思想に不可欠なものと解すべきとして、使用環境特徴が技術的範囲を限定する効果を

有すると判示しつつ、その限定の程度について以下のように述べた。「通常、使用環境特徴

は、保護される主題対象が当該使用環境において使用可能であることを要求するものと解

すべきであ〔るが〕…、当業者がクレーム、明細書と特許出願包袋を読んだ上で、保護対象

が当該使用環境において用いられなければならないことを明確かつ合理的に知得できる場

合、当該使用環境特徴は保護対象が必ず当該使用環境において用いられることを要求する

ものと解すべきである。」そして、本件では、後者の捉え方が妥当であると評価し、被疑侵

害製品が商業上、必然的にクレーム記載どおりの車体フレームに使用されることを理由に、

車体フレームに関する使用環境特徴の充足を認定した。同様の理由付けで、リヤディレーラ

の構造と取り付けられたときの位置に関する構成要件の充足を肯定し、侵害成立との結論

を下した。 

 上記判決の影響を受けて、北京市高級人民法院が 2013年の『専利権侵害認定指南』に使

用環境特徴の構成要件を取り上げ、それ以降、関連判決が多数下された110。さらに、2016年

司法解釈第 9 条111により、一種のクレーム解釈手法として確立されるようになった。ただ

 
110 最高人民法院(2014)民提字第 40 号、浙江省高级人民法院(2014)浙知民终字第 246 号など。物の発明に関す

る事案が多いが、方法発明について使用環境特徴の認定をした事件もある(例えば、杭州市中级人民法院(2012)

浙杭知初字第 419 号（一審）、浙江省高级人民法院(2014)浙知终字第 161 号（二審）、最高人民法院(2015)民申

字第 2720 号（再審）参照)。 

111 「被疑侵害技術手段が請求項の中の使用環境の特徴に限定される使用環境に適用できない場合、人民法院

は、被疑侵害技術手段が専利権の保護範囲に含まれないと認定しなければならない。」 
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し、使用環境特徴の充足性の判断基準に関しては、司法解釈が明確に定めておらず、「必然

的に使われる」という代わりに「使われ得る」基準を提示する裁判例も見られる112。 

 また、使用環境特徴という概念を用いる解釈手法は、間接侵害に関する特許法の条文が設

けられていない中国での独特な解釈手法と評価され113、民法上の共同侵害規定に基づき構

成要件の一部しか実施していない者に対して権利行使が困難であることに対応するための

例外措置と位置付けられている114。かかる手法を採用することにより、被疑侵害者が自ら被

告製品を特定の使用環境に置かなくても（すなわち、全ての構成要件を充足する行為を別の

主体と分担して行っても）、直接侵害に当たると評価する可能性が開かれた。 

２.２.３ 古典的な方法発明115 

 一方、古典的な方法発明について、方法発明のクレームに記載された一部の工程の実施又

は方法発明の使用に用いられる物の提供をもって直接侵害と認定する裁判例が、近年次々

と登場した。具体的に如何なる論理付けでそのような結論に至ったかについては、以下の二

つの判決が示唆的である。 

 
112 北京市高级人民法院(2013)高民终字第 763 号。 

113 胡・前掲注 107・78頁。 

114 つまり、使用環境特徴に関わる発明の場合、購入者が被疑侵害製品を特定の環境において利用するのが通常

であって、そのような直接実施行為の立証が困難であるほか、民法の共同侵害規定では主観的要件が必要とされ

るため、特許権者の立証責任の軽減を目的として、実務上使用環境特徴の概念が編み出されたと言われる（胡波

「専利法中的使用環境特徴」知識産権 5 号（2018）65頁参照）。 

115 裁判例の収集方法として、中国裁判文書と北大法宝との二つのデータベースを利用し、「方法専利 共同侵害」、

「方法専利 幇助侵害」、「方法専利 教唆侵害」とのキーワードで知的財産権紛争事件を検索した。 
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 両事件はいずれも、データ処理システムに用いられるデジタル外部記憶方法及びその装

置に関する発明の特許権者が、USBメモリなど外部記憶媒体を生産・販売する被告を訴えた

ものである。装置のクレームにはフラッシュストレージメディア以外に、ストレージ制御回

路などの構造が書かれていたため、方法のクレームに基づいて権利を主張した。事実認定と

して、五つの工程のうち、被告が外部記憶媒体の生産に関わる最初の三つの工程を実行して

おり、外部記憶媒体をデータ処理装置に繋げ、データの読み込み・書き込みを行うという残

りの二つの工程がユーザーにより行われることが確認された。それにもかかわらず、被告の

行為が全ての技術的特徴を充足し、本件方法発明の技術的範囲に属すると判断された。その

理由について、それぞれ以下の説示があった。 

 広東省人民法院によれば、「第一に、生産経営の実情に照らして見れば、生産者が『USB

経由で既述の外部ストレージメディアの電源を導入し』、及び、『USB基準に定められた方

法に従って、データ処理システムのホストと外部ストレージメディアの間で情報を交換す

る』という二つの工程に関する検査を行わずに、適格なフラッシュストレージメディアを生

産することは考えられない。このような生産工程における必須な検査は、実際に全ての生産

工程と一体となり、生産工程に属するものと広く解することができる。第二に、…これまで

の約二十年の間に、フラッシュストレージメディアが、コンピュータ通信領域及び人々の日

常生活で大きな役割を果たしてきた…。それゆえ、クレームの本当の意味を勘案して権利者

に有利な解釈をする際に、技術創新に対する貢献を考慮すべきである。」116 

 
116 广东省高级人民法院（2018）粤民终 430 号。 
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 また、北京知識産権法院117によれば、「工程（4）…と工程（5）は、工程（3）により情

報交換ルートが設立されたことに基づいて、工程（1）におけるファームウェアにより、ホ

ストと外部ストレージメディアの間で情報が交換された自然的な結果である。したがって、

被告製品の生産過程において…本件方法発明又はその実質的内容が実施され、クレーム 1の

保護範囲に属することになるというべきである。」118 

 そのほか、スーツケースに画像を印刷する方法発明について、被告製品に関する通常の使

用方法が技術的範囲に属するのであれば、その生産・販売が特許権侵害に当たるとの判決

があり119、携帯端末の表示制御方法において、各工程に対応する機能モジュールを設置し、

当該モジュールに予めソフトウェアをインストールすることが使用に当たると認定した事

案もある120。 

 注意すべきは、関連裁判例の中では、他の主体（ユーザー等）が方法の実施に関与してい

る点を指摘するものがほとんどないことである。むしろ、被疑侵害者の行為に着目して、被

告製品の検査工程において直接実施があったと推定したり、発明の実質的内容が行われた

ことをもって構成要件充足と判断したり、あるいは工程の実行に関する指令を与えるため

のソフトウェアをインストールする行為を当該工程の使用と評価することにより、複数主

体が発明の実施を分担しているという難問に正面から取り組むことを避けたと言える。そ

 
117 2014年、北京、上海と広州に知的財産権専門の裁判所としての「知識産権法院」が設置され、その位置付けは

知的財産権紛争の一審事件を管轄する中級人民法院に相当する。 

118 北京知識産権法院（2017）京 73 民初 323 号。 

119 河北省高级人民法院（2019）冀知民终 11 号。 

120 福建省高级人民法院（2017）闽民终 501 号。 
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れに加え、被告製品の提供を方法発明に対する侵害と認めた裁判例が存することから見れ

ば、やはり物の発明と方法発明を混同するきらいがあると言わざるを得ない。古典的な方法

発明に関してさえかかる傾向が見られる以上、経時的要素が取り込まれやすいネットワー

ク関連発明についても、同様の問題が発生し、顕在化することが一層懸念される。次節にお

いて裁判例の状況を確認したい。 

２.２.４ ネットワーク関連発明 

（１）USBKey事件 

  ア）事案の概要 

 「物理認証方法及び電子装置」と称する発明の特許権者である原告は、被告の生産・販売

する USBKey製品が特許発明の技術的範囲に属し、かつ、被告が当該被疑侵害製品を使用し

てネット銀行での振替取引において行う物理認証方法も本件特許権を侵害するとして、訴

訟を起こした。本件発明の請求項 1121に記載される方法は、クライアント、ユーザーと電子

装置の協同によって実施される。 

 
121 「（仮訳）ネットワーク環境下のクライアントが電子装置を通じて操作命令を実行するシステムに適用される物理

認証方法において、操作命令と物理認証方式の対応関係を設定し、安全演算操作を行う場合、以下の工程を含

む、 

 S1 クライアントが電子装置へ、安全演算操作を行う第一操作命令を送信し、 

 S2 システムが前記操作命令と物理認証方式の対応関係を調べ、前記第一操作命令に対応する第一物理認証

方式を取得し、 
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  イ）判旨 

 一審法院は、被疑侵害製品に係る使用方法が請求項 1 の技術的範囲に属すると判断した

上で、被告が本件発明方法を使用しているかを判断する際に、以下のように説いた。「請求

項 1に書かれた技術手段を概観すれば、『操作命令と物理認証方式の対応関係を設定』して

いる者が電子装置の生産者であって…個人ユーザーではない。『安全演算操作を行うための

第一操作命令を送信』すると書かれた S1について、当該命令は電子装置の生産者が予め定

義したものであって、…ユーザーは、当該操作命令が誰に対して発信されるかをコントロー

ルすることができない。『システムが前記操作命令と物理認証方式の対応関係を調べ』ると

記載された S2について、それも電子装置の生産者が前もってシステムの中で設定した工程

であり、ユーザーが関与するものではない。『電子装置上に設置された前記第一物理認証方

式に対応する物理認証実行機構に対して、ユーザーが第一物理認証操作を送信』するという

S3については、ユーザーが『OK ボタンを押す』という形で参加しているが、それも依然と

して電子装置の生産者が予め設定したものであって、しかも、当該操作が一定の条件を満た

してはじめて、プロセスが続いて進行できる。『電子装置は前記第一操作命令を実行する』

との S4 も電子装置の生産者により予めシステムの中で設定された結果の一つに過ぎない。

それに加え、上記の技術手段は、電子装置の生産者が事前に銀行システムと関連契約を締結

 
 S3 ユーザーが、電子装置上に設置された前記第一物理認証方式に対応する物理認証実行機構へ、第一物理

認証操作を送信し、第一物理認証操作を通過した場合，クライアントが送信した第一操作命令が該ユーザーにより

許可されたものであることを表明して、工程 S4へ進み、そうでなければ、フローを終了し、 

 S4 電子装置は前記第一操作命令を実行する。」 
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し、それに基づいて通信インターフェースを立ち上げ、電子装置の機能を参照してシステム

の設定を行ったものであることから、ユーザーが物理的に個別の工程に関与しているとは

いえ、あくまで当該生産者により予め設定された操作環境において行動しているに過ぎず、

バックグランドプログラムの内容に関与したり変更を加えたりすることができない。以上

の事情を考慮すると、当該生産者が本件認定方法に関する技術手段を実施する者というべ

きである。」122被告が、これを不服として控訴したところ、二審法院は本件特許の無効宣告

がなされたことを理由に原判決を取り消し、侵害主体については判断をしなかった123。 

  ウ）検討 

! 本件では、方法発明の請求項に複数主体の行動が記載されたものの、充足性の判断におい

て特に問題視されなかった。ただし、実施主体の認定について、ユーザーが実際に工程の実

行に参加していることを承認しつつも、「予め設定された操作環境において行動しているに

過ぎず、バックグランドプログラムの内容に関与したり変更を加えたりすることができな

い」と指摘して、生産者が本件発明の実施者と結論付けた。それに対して、電子装置の所有

権が移転された以上、生産者が方法発明の工程の実行に関与することは一切ないとの批判

がある124。 

 
122 北京知識産権法院(2015)京知民初字第 441 号。また、物の発明に関する請求項 16への充足性も認められた。 

123 北京市高級人民法院(2017)京民终 399 号。 

124 王軍「多主体実施方法権利要求直接侵権構成辨析」電子知識産権 9 号（2018）76頁。 



 
50 

（２）ソニー事件 

  ア）事案の概要 

 本件発明は、アクセス認証プロセスに関する方法であって、その請求項 1125には、移動端

末（MT)、無線アクセスポイント（AP)及び認証サーバ（AS)という複数機器の作動が記載さ

れた。また、本件特許は、 GB15629.11-2003/XG1-2006という本件標準の標準必須特許でも

ある。2009 年前後から、スマートフォンは WAPI検査に合格しない限り、工信部に承認され

る通信機器型式及びネットワークライセンスを取得できないため、本件標準は実際に強制

 
125 「（仮訳）無線 LAN への移動装置の安全なアクセス及びデータ暗号化通信を行うための方法であって、そのア

クセス認証プロセスは以下の工程を含むことを特徴とする、 

 工程 1 移動端末 MT は、移動端末 MT の証明書を無線アクセスポイント AP に送信し、アクセス認証を要求す

る、 

 工程 2 無線アクセスポイント APは、移動端末MTの証明書及び無線アクセスポイント APの証明書を認証サー

バ ASに送信し、証明書認証を要求する、 

 工程 3 認証サーバ ASは、無線アクセスポイント AP 及び移動端末MTの証明書を認証する、 

 工程 4 認証サーバ AS は、無線アクセスポイント AP への認証結果及び移動端末 MT への認証結果を証明書

認証応答により無線アクセスポイント AP に送信し、工程 5 を実行し、移動端末 MT の認証が失敗した場合、無線

アクセスポイント APは移動端末MTのアクセスを拒否する、 

 工程 5 無線アクセスポイント APは、無線アクセスポイント APの証明書認証結果及び移動端末MTの証明書認

証結果をアクセス認証応答により移動端末MTに送信する、 

 工程 6 移動端末 MT は、受信した無線アクセスポイント AP の証明書認証結果を判断し、無線アクセスポイント

APの認証に成功した場合、工程 7 を実行し、そうでない場合、移動端末 MTは無線アクセスポイント APへのログ

インを拒否する、 

 工程 7 移動端末 MT と無線アクセスポイント AP との間のアクセス認証プロセスが完了し、双方が通信を開始す

る。」 
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実施されている。ソニー社が生産・販売する被告製品はいずれも WAPI 機能を有するため、

特許権侵害で訴えられた。 

 西電捷通社は、ソニー社の侵害行為について、次のように主張した。第一に、単独で行う

直接侵害行為であって、すなわち、被告製品の設計開発、生産製造、出荷検査等の段階にお

いて WAPI機能測定を行い、本件特許方法を使用した。第二に、共同で行う侵害行為であっ

て、具体的には、被告製品は、WAPIネットに接続するときに、移動端末として AP及び ASと

共同して本件発明の実施に用いられており、他人による実施行為に不可欠なものとして、そ

れを幇助している。 

 上記第二点の主張に対しては、ソニー社から以下の反論がなされた。本件発明は方法発明

であって、その保護範囲が製品の生産販売までに及ぶはずがない。また、本件発明を直接実

施したと評価され得るのはユーザーだけであって、ユーザーの行為が（生産経営の目的がな

いため）直接侵害とならない以上、ソニー社の行為が共同侵害を構成するというべきではな

い。さらに、APと ASの提供者との間に分業協力がないことや被告製品に実質的非侵害用途

があることも主張した。そこで、①出荷検査等の段階において被告製品の WAPI機能を測定

する行為が本件特許権侵害に当たるか、及び、②被告製品を生産・販売する行為が特許権を

侵害するか、が争点となった。 
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  イ）一審判決126 

 一審法院は、まず、ソニー社が設計開発、生産製造、出荷検査等の工程において WAPI機

能の測定を行ったと推定し、無許諾で本件方法発明を実施したとして、専利法第 11条によ

り直接侵害を認めた。次に、原告の主張した権利侵害責任法第 12条に掲げる共同侵害行為

の成否について、以下のように判示した。同条は、共同故意又は共同過失を要求する第 8条

と違って、意思連絡のない数人による不法行為に関して、侵害責任の分配との問題を解決す

るためのものである。しかし、各行為者に関して権利侵害責任が発生するかどうかは、なお

権利侵害責任法又は他の部門法の関連規定により認定する必要がある。さらに、同条が

「別々に権利侵害行為を実施した」と明らかに定めたことからも分かるように、各行為者の

行為は独立して権利侵害の要件を満たさなければならない。一審法院は、本件では、オール

エレメントルールに照らせば、被告製品 MT、APと ASを用いてなされる行為は、いずれも、

単独で本件特許権を侵害するものではないことから、第 12条に基づく原告の主張は成り立

たないとした。 

 しかし、一審法院は、権利侵害責任法第 9条との関係で、幇助侵害が成立すると結論付け

た。つまり、被告製品に内蔵されている WAPI 機能モジュールセットは本件特許を実施する

ための専用装置であって、被告が、被告製品に WAPI機能モジュールセットが内蔵されてい

ること、また、同セットが専ら本件特許発明を実施するための機器であることを知りなが

ら、生産経営を目的として当該製品を他者に提供し本件特許発明を実施させる行為は、幇助

 
126 北京知識産権法院(2015)京知民初字第 1194 号。 
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侵害に当たると認定した。その際、直接侵害と間接侵害の関係について、次のように論じた。

すなわち、「原則として、間接侵害行為は直接侵害行為の存在を前提とする。しかし、特許

権者は…直接侵害行為が現に実施されたことを証明する必要はなく、被告製品のユーザー

が製品の事前設定された方式どおりに製品を使用することと、〔その使用行為が〕特許発明

の構成要件を全て充足することを証明すればよい。ユーザーが侵害責任を負うか否かは、間

接侵害行為の成立とは無関係である。このように解釈すべき理由は、使用方法に係る特許発

明について、ユーザーは、往々、全ての構成要件を実施している者に該当するが、生産経営

の目的がないため、特許権侵害を構成しない。このような場合、『間接侵害行為は直接侵害

行為の存在を前提とする』という原則を硬直的に適用すると、ユーザーによる使用方法に関

する特許は、法的保護を受けることができなくなってしまい、当該使用方法に特許権を付与

する特許法の制度趣旨に反すると言わざるを得ない。」 

! ! ウ）二審判決127  

 二審法院は、直接侵害の成否は、設計開発、生産製造、出荷検査等の各段階に分けて、そ

れぞれ認定すべきであるとした。結論として、設計開発の段階において WAPI機能の測定が

あったとの推定に賛成し、生産製造と出荷検査の段階に関する原審判決の推定を認めなか

った。ただし、スマホ製造業の場合、設計開発、生産製造及び出荷検査のいずれかにおいて

方法発明を使用していれば、専利法上の実施に当たるため、ソニー社が特許権を侵害してい

ると判断した。 

 
127 北京市高級人民法院(2017)京民终 454 号。 
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 他方、幇助侵害の成否について、本件特許発明が典型的な複数主体により実施される方法

発明であると指摘し、本件では方法発明を直接実施する者がいないことを理由に、幇助侵害

が成立しないと結論付けた。具体的には、以下のような判断が示された。まず、単一主体が

特許発明の技術的特徴の一部しか実施しない場合、いわゆる「特許権を間接的に侵害する行

為」が、幇助侵害に該当するというためには、特許権を直接的に侵害する行為の存在が前提

とされる。しかし、直接実施の行為者が生産経営の目的としない個人であったり、直接実施

行為が第 69 条第 3 号・4 号・5 号に定める状況に属するという特別な場合では、直接実施

行為が特許権侵害に該当しない。その際、『間接侵害』行為者に民事責任を負担させないと、

通信又はソフトウェアに関する方法発明に十分で有効な保護を与えることができず、技術

革新の促進を妨げることになりかねない、と説いた。続いて、かかる特別な場合に侵害責任

を追及するための要件を次のように挙げた。すなわち、①行為者は、被疑侵害部品が、特許

発明の実施に関する専用材料、中間物、部品、機器などであることを知りながら、特許権者

の許諾を得ずに、生産経営の目的としてそれを直接実施者に供給すること、②当該専用品が

特許発明の技術的思想に対して実質的役割を果たすこと、③当該専用品が実質的非侵害用

途を有しないこと、④直接実施者の存在及び当該実施者が上記の特段な場面に該当するこ

とが証拠により証明できること、である。当てはめとして、ソニー社は、AP及び ASの装置

を提供せず、WAPI機能モジュールを内蔵した移動端末のみ販売しており、MT、AP及び ASは

対等関係にある三つのセキュリティアーキテクチャであって、各設備の相互の協同があっ

てはじめて本件特許発明が実施されると言えることから、本件では、個人ユーザーを含むい

ずれの主体も、独立して本件特許を完全に実施しているということができず、単一の行為者
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が他者による実施行為を指示又は管理をしたり、複数の行為者が協力し合って本件特許発

明を共同で実施したりするような状況もないことを踏まえて、直接侵害行為の前提を欠く

として幇助侵害が成立しないと判断した。 

  エ）検討 

 複数人侵害問題を正面から取り扱った本件判決の特徴は、一審と二審が一致して、設計開

発に際して実施行為があったと推定し、直接侵害の成立を肯定したこと、及び、一審と二審

が直接侵害と間接侵害の関係について同様の立場をとりながら、直接侵害行為の存否につ

いて、異なる事実認定を行ったこと、という二点にある。 

 直接侵害の成否について。製品が市場に流通される前後の段階を分けて論じることが妥

当であるとの評価があるものの128、設計開発の段階における直接侵害を認めるだけでは保

護が不十分との懸念も示されている129。つまり、直接侵害行為は必ずしも容易に推定できる

ものではなく130、また、本件のように、推定は通常、実際に販売された被告製品のごく一部

にとどまるため、損害賠償の算定に関してかなりの差が生じてしまう。要するに、侵害者側

は、方法発明の使用に用いられる被告製品を販売することから不当な利益を獲得しており、

この肝要なところを押さえきれない限り、方法発明について特許権の存在意義が薄れてし

 
128 王・前掲注 124・77頁。 

129 王宝筠「対方法専利侵権中『使用』的意思考量」中国発明与専利 7 号（2018）83 頁、宋戈「方法専利分離式侵

権的判定－以西電捷通案為視角－」電子知識産権 11 号（2018）68頁。 

130 本件では、関連発明は標準必須特許であり、しかも関連基準が強制的に実行されたとの事情があるから、推定

ができたと考えられる。 
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まいかねない。そのほか、権利侵害責任法第 8条により共同直接侵害を問われる可能性が否

定されていない点にも留意すべきである131。 

 幇助侵害との関係で、直接侵害行為の有無が問題となり、一審法院は、あっさりとユーザ

ーを本件発明の使用主体と認定したのに対し、二審法院は、本件発明が複数主体により分担

して実施されることを認識しつつ、そのような場合に直接侵害行為が肯定されるというた

めには、単一主体が他者の行為を指示又は管理すること、又は、複数主体が協力し合って本

件発明を共同で実施することが必要されるとした。また、二審法院の採用する判断基準が果

たす規律効果は、米国判例のそれとほぼ一致するという指摘がある132。 

（３）ポータル Webサイトアクセス方法事件 

  ア）事案の概要 

! 本件発明133は容易にポータル Web サイトにアクセスするための方法であって、アクセス

サーバーのハードウェア、ユーザーの所有する機器、及び「仮想 Webサーバー」モジュール

 
131 本件では同条により共同直接侵害を肯定すべきとの主張について、王宝筠＝李少軍「専利間接侵権的理論分

析及現実解決方案」河北法学 10 号（2017）198頁参照。 

132 王・前掲注 124・77頁。 

133 「（仮訳）ネットワークオペレータのポータルウェブサイトにアクセスする簡易な方法であって、次の処理工程を含

むことを特徴とする、 

 A アクセスサーバー下位層ハードウェアが、ポータルサービスユーザーデバイスからの認証前の最初のアップリ

ンク HTTP メッセージを、『仮想 Web サーバー』に直接送信する、前述『仮想 Web サーバー』の機能はアクセスサ

ーバー上位層ソフトウェアである『仮想Webサーバー』モジュールにより実現される、 

 B 前述『仮想 Web サーバー』が、ユーザーのアクセスしようとする Web サイトとして、ポータルサービスユーザー

デバイスとの TCP 接続を設立し、アクセスサーバー下位層ハードウェアにリダイレクト情報の含まれるメッセージを
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が関与する各工程からなる。特許権者である敦駿社は、ワイヤレスルーターを生産・販売す

る騰達社が本件特許権を侵害するとして、損害賠償を請求するとともに、被告製品の生産・

販売・販売の申し出の差止め、被告製品及びその生産に用いられる道具の廃棄を求めた。 

! ! イ）判旨 

! 一審法院は、ユーザーが被告製品を使ってネットワークオペレーターのポータルにアク

セスする際に、本件発明の技術的特徴が再現されるとして、特許権侵害を肯定し、差止請求

と損害賠償請求を認めた。これに対し、被告側は、自社が本件発明を使用しておらず、被告

製品を生産しただけにとどまり、また、本件発明は単純な方法発明であって、その特許権が

物までに及ぶはずがないと主張し、控訴した134。二審の審理中に、原告側が、被告製品の生

産過程において必然的に Web 認証機能のテストが行われ、当該テストが本件発明における

全ての工程を満たしているという主張を追加した。 

! 最高人民法院は、以下の理由を述べて、直接侵害を認めた135。 

! まず、ネットワーク関連発明の特性を以下のように指摘した。つまり、本件発明のように、

ネットワーク通信の関連発明はほとんど方法発明であり、多くの場合は複数主体の関与を

前提としてクレームを記載するほかなく、そのような記載方法をとる方が発明の実質的技

 
返送した後、アクセスサーバー下位層ハードウェアが、通常の転送プロセスに従って、真正のポータル Web サイト

Portal_Serverにリダイレクトされたメッセージをポータルサービスユーザーデバイスに送信する、 

 C リダイレクトされたメッセージを受信した後のポータルサービスユーザーデバイスのブラウザが、真正のポータ

ルWebサイト Portal_Serverへのアクセスを自動的に開始する。」 

134 济南市中级人民法院（2018）鲁 01 民初 1481 号。 

135 最高人民法院(2019)最高法知民终 147 号。 
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術的内容を一層的確に伝えることができる。しかし、そのような方法発明が実際に使用され

る態様として、以下の場面が一般的に想定される。すなわち、ソフトウェアが特定のハード

ウェアデバイスにインストールされており、ユーザーが当該デバイスを使用し始めると、自

ずとバックグラウンドにあるソフトウェアの下に、方法発明における一部の工程の実行が

トリガーされることになる。そうすると、侵害者は特許権者から許諾を得ずに、ソフトウェ

アを製品にインストールし、さらには他の機能を有するモジュールと組み合わせて非専用

品を生産し、その販売を通じて不当な利益を獲得することができる。かかる場合では、一見、

ユーザーが方法発明の実施者に見えるが、実際に、方法発明は既に被告製品の生産過程にお

いて「固定」136されたため、ユーザーによる端末デバイスの使用に伴う方法発明の実施も、

予め被告製品に固定された特許方法の機械的な繰り返しに過ぎない。それゆえ、被疑侵害者

の被告製品を製造、販売する行為こそが、ユーザーによる特許方法の実施を直接に引き起こ

したものというべきである。他方、特許権侵害認定の一般規則によると、方法発明を実施す

る機能を有する被告製品を生産・販売するだけでは特許権侵害と認定され難く、また、機能

テストを行う際に方法発明を実施することだけを侵害と認定すると、特許権者の利益を十

分に保護するものとは言えない。テストを行うことは、被疑侵害者が不当に利益を取得した

根本的かつ直接的な原因ではなく、それを差し止めても方法発明が侵害される事態の拡大

を防ぐことができないからである。さらに、特許権者としては、方法発明を直接的に実施し

 
136 原文の「固化」を忠実に訳した表現である。おそらく、ソフトウェアには特許方法の工程を実行させるための指令

が含まれており、当該ソフトウェアのインストールされた端末デバイスを通常どおりに使用すれば特許方法が実施さ

れる場合、方法発明の技術的思想を端末デバイスに具現化させることを「固定」と言えよう。 
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たものの、生産経営の目的のないユーザーに対して、特許権侵害を主張することもできな

い。以上の事情に鑑み、ネットワーク通信分野の特許権者に対して実質的保護を確保する必

要がある。 

 続いて、最高人民法院は、ネットワーク通信分野における方法発明に関する特許権侵害の

認定基準を、次のように説明した。すなわち、「被疑侵害者が生産経営を目的として方法発

明の実質的内容を被疑侵害製品に固定し、当該行為又はその結果が、技術的特徴の充足に代

替不可な実質的役割を果たしている場合、言い換えれば、ユーザーが被疑侵害製品を通常ど

おりに使用すれば当該方法を自然に再現できる場合、当該被疑侵害者が方法発明を実施し、

特許権を侵害したと認定すべきである。」 

 具体的な当てはめにおいて、被告製品が方法発明を直接に使用する機能を有し、また、被

告製品さえあれば、ユーザーは他の専用装置や特別なネットワーク条件を要せずに、通常の

ネットワーク環境においてインターネットアクセス機能を備えたコンピューターを使用し

て、本件発明を実施することができることから、被告製品が実質的役割を果たしていると判

断した。その後、他の方法と区別できる本件発明の顕著な特徴は、「仮想 Webサーバー」を

設置した点にあり、被告製品もそのように設定されたことを理由に、当該製品は方法発明の

再現に代替不可能なものであると判断した。それに加え、被告が被告製品を生産・販売等す

ることから得た不当な利益は本件発明と密接に関連すること、また、ユーザーの行為が法律

上侵害とならないため、特許権者が方法発明を直接に実施するユーザーからしかるべき報

酬を獲得できないことを考慮した上で、特許権者と被疑侵害者の間に利益の分配が著しく

不均衡であって、公平に反すると補足的に指摘した。最終的に、騰達社による被告製品を生
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産・販売等する行為が特許権侵害に当たるとして、控訴を棄却し、原判決を維持すると結論

づけた。 

 ! ウ）検討 

 裁判官の解説によれば、まず、本件の意義は、複数主体がその実施に参加するネットワー

ク関連の方法発明をめぐる侵害判断基準が不明確であり、実務上異なる見解が存するとこ

ろ、代替不可な実質的役割との判断規則を提示した点にある。当該判断規則は、特許権侵害

の認定の枠組みを越えるものではなく、被疑侵害行為の本質を見抜き、解釈論を通じて、方

法発明をソフトウェアを通じて製品に固定する行為を特許権侵害と認定し、従来の侵害認

定規則を補完するものであると評価される137。この判断規則は、既に古典的な方法発明に関

する過去の事案で使われていたが138、最高人民法院判決として確認した点で、今後の裁判実

務に対する指導的な意義が大きい。そのような解釈をすべき理由は、本件では主観的要件、

専用品要件が満たされず、間接侵害の認定が困難である一方、被疑侵害製品が主に侵害用途

に用いられており、予め当該製品に固定された特許方法がユーザーの操作により機械的に

繰り返して再現できるにもかかわらず、特許権を行使できないと解すると、当事者の間にお

ける利益の分配が著しく不均衡になるという事態を配慮して、権利侵害を認めるべしとの

価値判断を暗黙に行ったからである139。また、本件判断基準の中で、「特許方法の実質的内

 
137 本件裁判員による評釈について、張・前掲注 12・35頁参照。 

138 本文で紹介したもの以外に、文字輸入方法に関する発明の技術的効果を実現できるソフトウェアを開発、提供

する者を直接侵害者と認定した事件として、北京市高级人民法院(2018)京民终 498 号がある。  

139 張・前掲注 12・38-39頁。 
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容の固定」及び「代替不可な実質的役割」140という二つの要件を設けた理由は、次のように

説明された141。前者について、クレームに記載されたハードウェアをソフトウェアを通じて

被疑侵害製品に付け加えるのが現実ではなく、また、方法発明は、製品や装置自体ではなく、

特定の工程や操作プロセスといった経時的要素を保護するものであるため、そういった要

素に関する技術的特徴がソフトウェアを通じて固定されていれば、全ての構成要件が充足

されると認定すべきである。後者について、方法特許の技術的貢献に応じて権利行使の範囲

を合理的に限定し、ユーザーの端末やポータルサーバーのようなパブリックドメインに属

する汎用品が特許権の保護範囲に入り込んでしまうことを防ぐという意義があると考えら

れる。 

 裁判官は、本件を「使用」行為を規範的に解釈したものと位置付けたが142、同判旨は米国

判例における管理又は指示基準と同様の考え方を採用したとの指摘がある143。その論者に

よれば、本件のような事案関係について直接侵害として処理すれば、実際に方法の実施を分

担しているユーザーによる直接侵害責任の有無という問題を避けることができるから、権

利侵害責任規定に基づき間接侵害として処理するアプローチと比べ、簡易かつ有効な手法

 
140 原文「不可替代的实质性作用」。 

141 張・前掲注 12・40頁。 

142 本件は、方法発明における「使用」に関する従前の捉え方を突破し、当該方法を実行するためのソフトウェアを

固定する行為との拡張解釈をとり、特許重視（pro-patent）の態度を示すものという評価もある（李枭「『多主体専利侵

権』問題分析－以騰達案為様本－」専利代理 8 号（2020）33頁参照）。 

143 管育鷹「方法専利の保護における分離式権利侵害の問題」平成 31年度知的財産に関する日中共同研究報告

書(知的財産研究所、2020)102頁。 
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と言える。それに対して、本件裁判官から「（Akamai事件と同様に）直接侵害を認定したが、

審理の出発点と審理の経路が異なる」というコメントがある144。 

! ところが、本判決では、一般論と当てはめのいずれの文脈においても、本件発明を直接実

施している者がユーザーであるとの示唆が見られ、つまり、ユーザーが端末デバイスとワイ

ファイルーターを持つことが想定されている145。そうすると、少なくとも、本件では、代替

不可な実質的役割との判断基準は複数人問題に対処するための理論構成として位置付ける

ことができない。しかし、本件発明の請求項に書かれたユーザー端末とアクセスサーバーが

別主体により保有される事態が必ずしも稀ではなく、判決の中でも「複数主体の関与を前提

としてクレームを記載するほかなく…」との指摘があるにもかかわらず、ユーザーが本件発

明を直接実施しているとの前提に立って議論が展開されたことは理解し難い。本件判決は、

ソフトウェアを通じて特許方法の固定された製品を生産・販売する行為が直接侵害とみな

されるべきという価値判断を重視するあまりに、本件特許方法の直接実施が実際に複数主

体により分担して行われ得る事情を看過していると言わざるを得ない。 

 最後に、本件判断基準の適用範囲について。本件において、特許方法の実質的内容が全て

一つの装置に固定されており、かつ、固定行為を行う者と装置を生産する者が同一人である

 
144 張・前掲注 12・40頁。 

145 例えば、一般論の部分における「ユーザが端末デバイスを使用して特許方法を再現する過程も、予め被疑侵害

製品に固定された特許方法の機械的な繰り返しに過ぎない…被疑侵害者の被疑侵害製品を生産・販売する行為

こそが、ユーザーによる特許方法の実施を直接に引き起こした…」との説明のほか、当てはめの部分においては、

「ユーザーは、他の専用装置や特別なネットワーク条件を要せずに、通常のネットワーク環境においてインターネッ

トアクセス機能を備えたコンピューターを使用して本件方法発明を実施できるから…」などの説示がある。 
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という事情があるため、装置の製造業者を本件特許の侵害者と認定することに支障がなか

った。しかし、ネットワーク通信技術の進展につれ、侵害態様が複雑化することが想定でき

ることから、実質的内容が複数の装置に固定された場合や、固定行為を行う者と装置の製造

業者とが異なる場合、同基準が如何に適用されるべきかについて、さらなる検討を要する146。 

２.２.５ 小括 

 以上、従来の裁判実務の状況について総括すると、中国では、複数主体が発明の実施に関

わる場合への対応として、幇助・教唆行為を規律する権利侵害責任法第 9 条を活用するほ

か、第 8条により共同直接侵害を認定する余地もある。ただし、上記規定（とりわけ第 9条）

に基づく権利行使が困難であるため、これまでの司法実務では特別の手段を通じて直接侵

害と評価することによって侵害責任を肯定する傾向が見られた。例えば、古典的な物の発明

に関しては、使用環境特徴が別の主体により実現される場合でも、直接侵害と評価され得る

ほか、古典的な方法発明に関しては、複数主体が発明の実施を分担しているという肝要な問

題に触れず、被疑侵害者の行為態様だけに着目して、製造過程における方法発明の使用を推

定したり、発明の実質的内容が実現されたことを理由に構成要件の充足性を肯定し、方法発

明の使用に用いられる製品を生産・販売等する者に対しても直接侵害責任を認めてきた。

その背景には間接侵害制度の役割を民法の共同侵害規定に担わせることに起因する不都合

が窺われる。その問題を解決するには、あえて上記のような特殊な手法を採用する必要があ

るか、他国の法制度と比べて整合性の問題が生じないかとの疑問が残る。 

 
146 張・前掲注 12・40頁。 
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 ところで、近年、ネットワーク関連発明について複数人侵害の問題が意識されるようにな

ったが、関連する理論構成を明確に提示したのは、これまでのところソニー事件二審判決で

ある。同判決では、単一主体が他者の行為を指示若しくは管理し、又は、複数主体が協力し

合って共同で発明を実施する事情を考慮して、直接侵害主体を認定する方策が示唆された。

それに対し、ソニー事件一審判決とポータル Web サイトアクセス方法事件最高人民法院判

決はいずれも、理由を述べずに、一部の工程だけに関与するユーザーを方法発明の直接実施

者と認定した。後者は、被疑侵害製品の生産・販売を方法発明の直接侵害と評価するという

過去の裁判例の立場を採用しつつ、「使用」を拡張解釈する方策を示し、方法発明の実質的

内容がソフトウェアを介して製品に具現化されることをもって正当化しようとした。しか

し、そのような解釈論は、やはり物の発明と方法発明を同様に扱うものというほかなく、そ

の妥当性について疑問がある。また、USBKey 判決では、被疑侵害者が積極的に操作工程の

環境を整える一方、工程の進行を図るために、ユーザーが一定の行動をとらなければならな

いという事情が考慮されており、侵害主体の認定に関する有益な視点を提供する判決とし

て検討に値すると思われる。 
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３ 学説 

３.１ 間接侵害 

 専利法に間接侵害規定を設けるべきか否かについては、論争が長年にわたって続き、とり

わけ法改正に際して盛り上がったが、未だ決着していない。本節では、①共同侵害と間接侵

害の棲み分け、②直接侵害と間接侵害の関係に焦点を当てて、関係する学説を考察する147。 

３.１.１ 共同侵害と間接侵害の棲み分け 

（１）立法必要性をめぐる議論 

  ア）肯定説 

 1990 年代に、実務上現れた新たな侵害態様に注目し、特許権者に対する保護が欠けるこ

とを指摘し、間接侵害規定を専利法に加えるべきと主張する学者が現れた148。その理由は、

民通意見第 148 条が間接侵害の場面に適用できず、専利法上関連規定がない当時の法制度

では、直接侵害の準備的行為等について権利を行使することができないからである。 

 その後、第三回法改正の 2008 年前後、共同侵害法理を使って間接侵害行為を規律する司

法慣行に不満を抱き、間接侵害の立法を支持する学者が圧倒的に多数を占め、支持の理由と

して以下が挙げられた149。第一に、間接侵害法理は共同侵害法理に起源を発するものの、制

 
147 間接侵害の構成要件について深入りしない理由は、①実務上既に一定の共通理解に達しており、②関連学説

は間接侵害立法論を前提として展開しているが、本論文の重点を間接侵害と共同侵害の棲み分け、及びその立法

必要性に置きたいからである。 

148 姜・前掲注 55・21-22頁。 

149 鄧・前掲注 77・22-23頁、張玉敏＝鄧宏光「専利間接侵権制度三論」学术論坛 1 号(2006)142頁、康添雄＝田

晓玲「美国専利間接侵権的判定与抗弁」知識産権 6 号（2006）90頁、王凌红「我国専利間接侵権制度的立法方向
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度趣旨、成立要件、責任形態と訴訟手続きなどの側面において相違があるため、両者を同視

すべきではない。第二に、間接侵害の問題を一律に共同侵害法理で処理すると、一方では、

特許権の及ぶ範囲が不当に拡張することとなり、資金、倉庫などを提供する者までを紛争に

巻き込むという不都合が生じ、他方では、直接侵害を前提とする共同侵害法理がカバーでき

ない場合（例えば、直接実施を行う者が生産経営の目的を有しない場合）、かえって保護が

不十分になってしまう。第三に、間接侵害の明文規定がないことは、裁判例上ばらつきが生

じる事態に繋がりやすい。 

 2015年以降、第四回法改正の修訂草案送審稿第 62条と 2016年司法解釈第 21条の公表を

背景に、議論が一層盛んになった。その進展の一つとして、共同侵害制度と間接侵害制度の

関係をめぐって、詳細な検討がなされた150。代表的な論点として、間接侵害制度は特許権の

保護を目的として設計されるのに対し、複数者の権利侵害制度は意思連絡を中心に打ち立

てられ、後者では知的財産制度に係る政策的判断が反映され難いという指摘があるほか151、

現代の特許権侵害制度において、間接侵害者をめぐる主体の地位、主観態様、責任形態に変

 
－以利益平衡為視点求解『専利法』第三次修改的未決立法課題－」電子知識産権 6 号（2009）16頁、程永顺「『専

利法』第三次修改留下的遺憾－以保護専利権為視角－」電子知識産権 5 号（2009）15 頁。 

150 王国柱「多数人侵権視野下的知識産権間接侵権制度」大連理工大学報（社会科学版）3 号（2015）、李宗辉

「論『侵権責任法』之共同侵権制度在専利法中的適用」河南財経政法大学学報 1 号（2017）、呉漢東「専利間接侵

権的国際立法動向与中国制度選択」現代法学 2 号（2020）。 

151 王・前掲注 150・1097頁。 
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化が生じており、従来の共同侵害規定がもはやうまく機能できないとの主張もなされた152。

それらを踏まえて、肯定説の焦点は、具体的な条文の定め方に移りつつある。 

  イ）否定説 

 議論の初期では、間接侵害制度の必要性を否定する主張は少数であった。否定説の理由付

けは、以下のように述べられた153。まず、独立説に基づく間接侵害制度は、オールエレメン

トルールに背くものであって、採用すべきではない。他方、従属説を前提とする間接侵害制

度は、実質的に共同侵害制度と何ら変わりもないから、わざわざ間接侵害理論を持ち出す必

要はない。さらに、肯定説に対する反論もみられる。つまり、責任形態及び訴訟手続きの面

において、両法理は実質的に異なるものではないと指摘しつつ、とりわけ共同侵害に関する

民法学説が意思連絡を重視する伝統的な考え方から行為の関連性をも考慮する方向に進行

するにつれ、主観態様の側面における両法理の乖離がある程度解消され、間接侵害行為は特

許権に係る共同侵害の一種類として処理すればよいと説かれた154。 

 そして、否定説における新たな主張は、二つの方向性を示した。第一に、民法上の共同侵

害理論の発展を踏まえて、客観共同性を肯定することにより、特許権紛争の場面に共同侵害

 
152 呉・前掲注 150・32-34頁。 

 詳しくは、以下の変化点を述べている。第一に、共同訴訟を提起する代わりに、間接侵害者のみに対して訴える

ことができる。第二に、意思連絡を強調するというより、主観的な故意の共同性と侵害物の客観的性質を合わせて

侵害認定を行うことになる。第三に、直接侵害行為が発生していない、又は直接侵害者を特定できない場合、間接

侵害者は単独で賠償責任を負うとされる。また、同論者は、2016 年司法解釈第 21 条の意義を積極的に評価しな

がら、その効力順位が専利法に劣るから、間接侵害規定を立法すべき旨を主張した。 

153 於・前掲注 58・443頁、楊萌＝鄭志柱「専利間接侵権与専利侵権判定原則」知識産権 4 号（2011）57頁も同旨。 

154 熊文聪「被誤読的専利間接侵権規則－以美国法的変遷為線索－」東方法学 1 号（2011）150頁。 
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規定の適用範囲を拡大しようとする155。第二に、直接実施者が存せず、又は、直接実施者の

行為が特許権侵害に該当しないとき、共同侵害規定が機能できないという弱点を補うため

に、かような場合について特許権侵害を擬制すべきという方策が説かれた156。 

（２）立法提案 

 肯定説の中で立法のあり方に関する諸説の分岐点は、主として立法モデルと幇助侵害の

定め方にある。 

! まず、間接侵害の立法モデルについては、各国の立法例を参照して、一元立法制、二元立

法制及び非典型的な二元立法制に整理される157。一元立法制の典型例はアメリカであり、そ

の特徴は、間接侵害規定の中で誘引侵害と幇助侵害の両方を定め、その規制を専ら特許法に

任すことである。二元立法制とは、日本の制度のように、特許法に幇助侵害という行為類型

だけを定め、誘引などの不法行為を民法の一般規定により規制することをいう。最後に、非

典型的な二元立法制の代表例であるドイツでは、特許法に幇助侵害と誘引侵害を定めなが

ら、後者に対する規制を実質上共同侵害規定に委ねる。多数説158は二元立法制に賛成し、以

 
155 何培育＝蒋启蒙「回帰抑或超越－専利間接侵権与共同侵権理論之辨－」知識産権 5 号（2019）53-54 頁、王

＝李・前掲注 131・187 頁。もっとも、後者は主観的共同性について意思連絡を緩やかに解することにより、共同侵

害規定の適用範囲を広げる旨の提案をする。 

156 何＝蒋・前掲注 155・55頁。 

157 呉・前掲注 150・参照。ただし、異なる定義付けも見られる（張其鉴「我国専利間接侵権立法模式之反思－以評

析法釈〔2016〕1号第 21条為中心－」知識産権 4 号（2017）36-37頁参照）。 

158 張・前掲注 157・39 頁、刘筠筠＝张其鉴＝徐博「侵権責任法视角下我国专利间接侵権的规制审视与立法设

计」中華全国専利代理人協会編『加強専利代理行業建設有効服務国家発展大局－2013年中華全国専利代理人
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下の理由を挙げた。第一に、各国の立法経緯に鑑みると、複数の部品の組み合わせからなる

特許発明に対して十全な保護を確保するためには、全ての構成要件を満たしていない被告

製品についても特許権の行使を認めべき場合があり、部品の生産・販売等を行為対象とする

幇助侵害こそがそのような立法趣旨に対応するものと位置付け sられる。第二に、技術的要

素への考慮が必要となる幇助侵害については、予測可能性の観点からみれば、その成立要件

を別個に提示することが有意義であるのに対し、誘引侵害については、共同侵害規定を適用

すれば足り、専利法に関連条文を設けると、かえって各法律の適用関係に混乱をもたらしか

ねない。 

 次に、幇助侵害については、「専用品＋主観要件」という現行司法解釈の規定ぶりを引き

継ぐ意見が多数を占めており159、別途に非専用品を対象とする規定を設けるべきかについ

ては意見が分かれている160。そのほか、場所を提供するような技術的要素の乏しい行為まで

を特許法上の規制対象に含むべきかについて、対立する見解がみられる161。 

 
協会年会暨第四届知識産権論壇論文匯編（第三部分）－』（知識産権出版社、2013）499-501 頁、徐媛媛「専利間

接侵権制度的輔助侵権一元立法論」知識産権 1 号（2018）81-82頁。 

159 呉・前掲注 150、闫文軍＝金黎峰「専利間接侵権的比較与適用－兼評 2016年最高人民法院司法解釈的相関

規定－」知識産権 7 号（2016）。 

160 張・前掲注 157、王・前掲注 149。 

161 鄧・前掲注 77、王国柱「我国知識産権間接侵権制度的立法構造－兼論知識産権間接侵権与多数人侵権的

差異－」东北大学学報(社会科学版)3 号（2015）。 
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３.１.２ 直接侵害と間接侵害の関係 

 直接侵害と間接侵害の関係について、従来から独立説、従属説が唱えられてきたが、ニュ

アンスの異なるところはさておき、両意見の違いは、間接侵害の成立の前提として、①実施

行為が「現に発生したこと」を要するかどうか、及び、②実施行為が法律上「直接侵害」と

評価されることを要するかどうかとの二点に収斂する162。そして、以下の特徴を指摘できる。 

 第一に、先述した肯定説と否定説の間の対立が激しいことである。それは、共同侵害法理

を根拠とする否定説が、自ずと直接侵害の存在を条件とするからである。ただし、否定説の

中でも、直接侵害が「現に発生したこと」までを必要とするかについて、差止請求との関係

では不要との指摘がある163。 

 第二に、肯定説の議論は上記②に集中しており、具体的には、実施行為が域外でなされた

り、非生産経営の目的の下で行われたり、第 63条により非侵害とみなされる場合、依然と

して間接侵害者に責任を追及できるかをめぐって検討がなされた。通説は、域外実施を除

き、間接侵害の成立を認めるべきとしている164。 

 最後に、注目すべき動向として、「全体従属説」が提示された165。同説は、直接侵害の存

在を間接侵害の成立の前提としつつ、侵害認定の考察対象を一方の主体による単独の行為

から関与者全員による全体の行為に改めて設定するものである。そのような考え方をとる

 
162 崔・前掲注 9・752頁。 

163 熊・前掲注 154・154頁。 

164 王・前掲注 149・16 頁、呉・前掲注 150・44 頁。少数説として、張＝鄧・前掲注 149・142 頁、张玲「我国専利間

接侵権的困境及立法建議」政法論丛 2 号（2009）44頁参照。 

165 王＝李・前掲注 131・194頁。 
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と、業者が生産経営の目的をもって、生産経営の目的を有しない個人による実施行為を幇助

する場合であっても、両者の行為を合わせてみたところ、全体の行為が生産経営の目的にお

いてなされたものと評価できれば、直接侵害の成立を肯定した上で間接侵害責任を追及し

得る。そうすると、従来の従属説より適用場面が広げられることになる166。 

３.１.３ 小括 

 学説を概観すると、間接侵害の制度趣旨について見解が分かれる。第一に、特許権者の利

益と社会公衆の利益を合理的に画定し、両者の間にバランスを保つことである。それゆえ、

共同侵害法理と間接侵害法理が衝突するとき、共同侵害法理は譲歩すべきであり、さもなけ

れば上記のバランスが崩れてしまいかねない、という説明がある167。第二に、特許権侵害行

為を準備段階にとどめさせ、十分かつ実効的な保護を確保し168、又は、オールエレメントル

ールの弊害を克服し、構成要件の全てを充足しない製品にまで特許権の効力を拡大させる、

という考え方もある169。第三に、他人の特許発明により生み出された核心的な市場から実質

的な利益を獲得してはいけないという理念を擁するものと位置付けられ、当該核心的な市

場に対する立法者の捉え方次第で間接侵害の成立範囲が変わり得る、と指摘される170。以上

 
166 また、同説を主張する論者は、複数人侵害の問題についても、全体従属説による対応が可能であることを検証

した。 

167 鄧・前掲注 77・24頁、王・前掲注 149・15頁。 

168 尹・前掲注 55・22 頁。他方、準備段階における行為を特許権の行使範囲に取り込むと、オールエレメントルー

ルに背くとの批判について、杨＝郑・前掲注 153・57頁、何＝蒋・前掲注 155・57頁参照。 

169 於・前掲注 58・442頁、張・前掲注 157・39頁。 

170 崔・前掲注 9・752頁。 
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のように、肯定説及び否定説のいずれについても、間接侵害の制度趣旨に関する明確かつ一

般的な認識に至っていないと言わざるを得ない。 

 この根本的な問題に立ち入った検討が十分になされないまま、間接侵害規定の明文化の

当否をめぐって論争が始まった。肯定説では、誘引侵害の立法必要性が論じられており、民

法の共同侵害制度との役割分担が意識されている。他方、幇助侵害の定め方については、制

度設計の指針たる立法趣旨が不明であるため、議論は停滞状態に陥ってしまっている。否定

説では、従属説の立場から生じるデメリットを修正しようとする動きがあったものの、直接

実施行為が法律上侵害とならない場合に関していえば、何らかの立法手段をとらない限り、

抜け道を封じることができない。差止請求についても、直接侵害の現実の発生を不要とする

見解がみられるが、権利侵害責任法第 9条（又は民法典第 1169条）は損害賠償に関する規

定である以上、如何なる法的根拠で間接侵害行為者に対して差止請求をなし得るか、という

問題が残る171。 

 要するに、もともと法分野を問わず、権利侵害を全般的に規律するものとして制定された

共同侵害規定は、特許権侵害を判定する際に曖昧な基準しか提示できず、意思連絡を重視す

る制度背景の下に設定された主観的要件も適切なハードルと評価し難い。複数者の権利侵

害制度は、政策的判断を反映し難いとの指摘には当たっている面があり、どのような政策判

 
171 そのように指摘するものとして、管育鹰「軟件相関方法専利多主体分別実施侵権的責任分析」知識産権 3 号

（2020）9頁。 
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断をなすべきかという根源的な問題を念頭に置いた対応をしないと、妥当な結論を導くこ

とができないであろう。 

３.２ 複数人侵害 

 先述したように、複数主体が発明の実施に関与する場合、構成要件の全てを直接実施する

者がいない。間接侵害の問題について、肯定説と否定説が異なる対応策を試みてきたが、そ

れぞれの適用範囲がどこまでかは定かではない。間接侵害制度の意義や射程が不明瞭であ

るにもかかわらず、複数人問題を正面から取り組もうとする学説は、百家争鳴の様相を呈し

た。 

３.２.１ 各理論構成 

 学説上、大きく分けて三つのアプローチが提示された172。すなわち、問題の原点に立ち返

って解決を図ろうとする学者は、直接侵害主体を規範的に認定する提案を試みたのに対し、

それ以外の可能性を模索しようとする学者は、特許法における間接侵害法理と民法（主に権

利侵害責任法）における責任追及の原理に辿り着いた。 

 
172 これまでの学説が主に方法発明を念頭に検討しており、物の発明に関して同様の考え方が当てはまるか、議論

の余地がある。 
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（１）規範的侵害主体説 

 どのような者を直接侵害者として責任を負わせるべきかについて、議論の初期において

は、米国の Akamai事件を参考にし、管理又は指示基準をメルクマールとする多数説がある

173。ただし、具体的な判断基準については、定説がない。 

 その一類型として、他人との関係を重視する立場がみられる。代理関係や雇用関係が存す

るというような代位責任が発生する場合に管理又は指示を認める見解174のほか、加害者が

他の行為者をコントロールする権利又は能力を持つかどうか、及び、加害者が侵害行為から

直接に財産的利益を得ていたか否かという二点を考慮要素とする説もある175。他方、「人」

に対する支配より、各工程を行う「動作主体」（客観的な設備など）に対する支配に着目す

る学者は、所有関係に基づいて動作主体をコントロールをする者のみならず、ソフトウェア

の開発者や製造業者が製品設計を行い、方法発明の全ての技術的特徴を実現できる機能を

製品に備わせた場合、製品に対する技術的配置を通じて当該動作主体をコントロールして

いるとして、特許方法の侵害主体に当たると主張する176。最近、前述の最高人民法院判決か

 
173 王・前掲注 124・77頁、管・前掲注 171・16頁、張泽吾「方法専利分離式侵権判定研究」法学雑誌 3 号（2016）

62-69 頁、劉友華＝徐敏「美国多主体専利侵権認定規則的演変化与啓示」知識産権 9 号（2015）84-91 頁、劉強

「技術網絡化背景下的専利侵権判定－以雲計算技術専利権為視角－」北方法学 2 号（2014）61頁。 

174 劉＝徐・前掲注 173・95頁。 

175 張・前掲注 173・68頁。 

176 王宝筠「方法専利的侵権主体問題探討」中国発明与専利 11 号（2018）82 頁。また、同論者は、別の論文にお

いて、方法発明における「使用」は、実行行為に限らず、方法発明の技術的思想をハードウェアに応用したり、当該

ハードウェアをユーザーの使用に供したりする行為を含むものと解すべき旨を主張している（王・前掲注129参照）。 
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ら示唆を得て、方法発明の重要な工程をコントロールする者が侵害責任を負うべきとの見

解も示された177。 

（２）間接侵害活用説 

 少数説でありがなら、当該アプローチによれば、現に特許発明を直接実施する者がいなく

ても、各関与者の行為を合わせてみれば発明の実施がなされたと評価できる場合、間接侵害

の成立する余地がある178。先述の全体従属説がその一例と位置付けられる179。 

（３）侵害責任分配説 

 それに対し、中国の実務慣行と外国の判例を踏まえて、間接侵害法理では複数人侵害の問

題を解決する効果を見込めないと結論付けた論者は、民法上の侵害責任規定の適用可能性

に目を転じた180。 

 まず、共同侵害規定の中で、主に権利侵害責任法第 8条と第 12条に関心が持たれた。第

8 条については、意思連絡が要件とされるところが問題解決の妨げになるかもしれないが、

特許権侵害紛争において柔軟に解釈すべきだと主張されている181。同論者によれば、ソニー

事件では、各実施者の技術基準に対する共通認識をもって意思連絡を推認できる。また、

 
177 管・前掲注 171・16頁。 

178 宋・前掲注 129・76頁、王＝李・前掲注 131・194頁。 

179 もっとも、当該アプローチが独立説かそれとも全体従属説かは呼び方の違いに過ぎない。 

180 李鸿霞「雲計算専利侵権的法律保護問題研究」研究生法学 33卷 1 号（2018）144頁、王暁燕「Akamai 案審理

対雲計算方法専利侵権判定的啓示」重慶郵電大学学報（社会科学版）4 号（2016）51頁。 

181 王宝筠「多執行主体方法専利侵権探討－兼議 Akamai 及西電捷通専利侵権案－」専利代理 4 号（2017）27

頁。 
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「別々に権利侵害行為を実施した」ことを要する第 12条はそのまま適用できないが、同条

を参照しつつ、意思連絡がなくても、客観的関連性のある行為が全体として発明の技術的特

徴を全て実施しているならば、特許権侵害の成立を認め、後は過失の程度又は結果発生との

因果関係の密接性を考慮して責任を決めればよいとの主張がある182。責任の決め方として、

過失のない行為者には差止責任しか負担させず、特許発明の存在を知りながら、意図的に他

者の行為を引き起こした者に対しては損害賠償責任も追及すべきと説かれている。 

 そのほか、権利侵害責任の一般帰責原則を定める第 6条183に基づいて、単一主体による行

為が特許権を侵害するか否かを問わず、当該行為と特許権者の被った損害との間に因果関

係があり、かつ、行為者に特許権を侵害する故意があれば、権利侵害責任を認める見解があ

る184。そのメリットとして、行為態様に関係なく、直接侵害の有無を問わずに、責任を追及

することが可能であること、主観的要件で責任範囲を限定し、関与者全員に対して一律に連

帯責任を負わせるのを避けられることが挙げられている。 

３.２.２ 規制手法の全体像 

 最後に、上記の諸説は必ずしも相互に排他的ではなく、また、一つのアプローチのみでは

あらゆる特許権侵害場面に対応しきれないとも考えられることから、各理論構成を併用す

 
182  李・前掲注 180・146頁、王・前掲注 180・51頁。 

183 「行為者が故意又は過失によって他人の民事上の権利利益を侵害したときは、権利侵害責任を負わなければ

ならない。」（同条１項）。 

184  何懐文「方法専利引誘侵権研究－兼評美国連邦巡回上訴法院 Akamai Technologies Inc. v. Limelight 

Networks Inc.案全席判決－」知識産権 3 号（2013）94頁。 
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る主張がなされた185。例えば、直接侵害者の判断において、まず指示又は管理基準を適用し、

それに当たらなかった場合、客観的関連性を考慮すべきであるとの説明がある。さらに、間

接侵害と上記各理論構成を重疂適用する可能性も検討された186。つまり、方法発明の一部を

実施する者に専用品を提供する場合、方法工程を分担する者による特許権侵害の成立を判

定した上で、工程の実行に直接関与していない提供者に対して幇助責任を追及できると言

われる。 

４ 考察の視点 

 中国の裁判例と学説の状況をまとめると、以下の問題点を抽出することができる。 

 第一に、間接侵害法理の規制範囲という前提問題について。間接侵害行為の規律を民法上

の共同侵害規定に委ねるのが実務慣行であるが、侵害責任を肯定するためのハードルが高

いという不都合を解消するために、特異な手法を用いて直接侵害を肯定する傾向がみられ

る。学説においても、肯定説は、間接侵害制度の趣旨について踏み込んだ研究を行わないま

ま、立法の必要性やあり方を取り上げて論じてきたが、明確な指針を欠くため、立法論がな

かなか進展していない。一方、否定説は、同制度の意義を共同侵害制度に含まれるものと捉

えているが、その妥当性は疑問である。したがって、現状では、間接侵害法理の規制範囲が

不明確で限定的であると言わざるを得ない。 

 
185 沈剣鋒＝何経緯「数人聯合実施方法専利步骤的侵権認定標準」知識産権 8 号（2015）85頁。 

186 王＝李・前掲注 131・75頁。 
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 第二に、複数人侵害問題について。近年、ネットワーク関連発明の事案が多発しているが、

複数人侵害問題に対応するための理論構成が明らかにされていない。代替不可な実質的役

割基準は、過去の裁判例に用いられる判断手法と一貫性を有するものの、方法発明について

「使用」を規範的に解すると、物の発明との関係で混乱が生じるとの懸念がある。また、物

の発明に関する論点が欠けていることについて、不十分と言わざるを得ない。 

 上記の問題点を確認した上で、次章から、日本と米国の法制度を考察する。その際、以下

の二点に重点を置きたい。第一に、各国の間接侵害制度の立法趣旨を明らかにすることであ

る。それを踏まえて、中国における間接侵害制度の必要性及び同制度を設ける意義を再検討

したい。第二に、複数人侵害問題に関する各国の理論構成を整理することである。それを参

考にしつつ、中国の対応につき、法制度全体との整合性を考慮しつつ、妥当な解決手法及び

規制枠組みの全体像を検討したい。 



 
79 

三 日本における状況 

１ 現行法制度 

 日本の特許法は、直接侵害と間接侵害を明文で定めている。前者は、クレームの記載に基

づいて画定された特許発明の技術的範囲に属する発明を業として実施してはじめて成立し

（第 68条と第 70条）、後者は、直接侵害に対する一定の幇助・予備行為を侵害とみなすも

のである（第 101条）。また、物の発明と方法発明に関し、発明の「実施」の概念を定義付

ける第 2 条第 3 項、及び間接侵害に係る第 101 条において、発明のカテゴリーに応じて異

なる条項が設けられていることから、侵害について区別される。さらに、民事的救済措置に

ついて、特許法第 100条により、物権的権利とされる特許権には侵害行為を差し止める効力

が認められるほか、民法第 709 条又は第 719 条に基づいて損害賠償を請求することができ

る187。ところで、複数主体による特許権侵害に関する規定がなく、間接侵害規定では少なく

とも「物の生産」や「方法の使用」が要件とされることが、複数人侵害の問題に繋がる現行

法上の原因と考えられる。 

２ 間接侵害 

 本節では、日本特許法における間接侵害規定の立法経緯を振り返った上で、関連裁判例及

び学説の状況を整理する。それらを踏まえて、日本の間接侵害制度の趣旨を明らかにした

い。 

 
187 特許法第 196 条、第 196 条の 2により、特許権侵害の刑事罰も定められている。 
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２.１ 現行条文構造に至る経緯 

 1959 年の現行法制定の前には、特許法上、間接侵害規定が設けられていなかった。当時、

侵害の幇助に当たるような行為について、民法上の共同不法行為として損害賠償請求の対

象とされ得るが、差止請求は認められなかった188。そこで、特許権者の実質的救済を担保す

るため、直接侵害を誘発する蓋然性が高く、かつ侵害が発生してからでもその捕捉が困難で

あるような侵害類型を、特許権の侵害とみなす間接侵害規定の導入が検討され始めた189。結

果として、侵害用途のみを有するかどうかという客観的要件だけを判断基準とする「専用品

型間接侵害」190規定（現行特許法第 101条第１号・第 4号）に至った。 

 しかし、欧米の立法例に比べると、専用品型に限定する間接侵害規定はかなり異質であっ

て、「のみ」要件を厳格に解すると間接侵害が認められ難いという問題点が指摘された。ま

た、ソフトウェア関連発明については、侵害を誘発する蓋然性が高い部品でありながら汎用

性を持つモジュールに対する規制が不十分となり、特許発明の保護に欠けるとの懸念も示

された191。そのため、2002 年法改正の際に、「のみ」要件を緩和しつつ主観的要件を新たに

 
188 当時、現行特許法第 100 条に相当する救済規定が存しなかったものの、特許権侵害行為に対しては、物権的

請求権の類推により、差止請求権が認められていた（特許庁『工業所有権制度改正審議会答申説明書』（1957）

104頁、兼子一＝染野義信『工業所有権法（改訂版）』(1968）251頁参照)。 

189 経済産業省産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会第 4 回小委員会配布参考資料 2「間接侵害の

導入経緯」2-4頁。 

190 現行特許法第 101 条第１号にいう「物の生産にのみ用いる物」と同条第 4 号にいう「方法の使用にのみ用いる

物」をまとめて「専用品」と呼ぶ。 

191 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成 14年改正産業財産法の解説』(発明協会、2002)23-24頁。 
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加える「非専用品型間接侵害」192規定（現行特許法第 101 条第 2 号・第 5 号）が追加され

た。これをもって、現行間接侵害制度の基本構造が整えられた。 

 その後、技術を模倣する事案の増加や侵害行為の組織化、巧妙化が進んできた事情を背景

に、2006 年法改正では、侵害品拡散の防止を図るために、侵害物又は侵害方法により生産

された物の譲渡・輸出の前段階である所持行為が間接侵害とされるようになった（現行特許

法第 101条第 3号・第 6号）。 

２.２ 専用品型間接侵害 

２.２.１ 導入の経緯 

 専用品型間接侵害規定は、現行特許法の制定時に初めて設けられた規定である。しかし、

従来から、その立法の具体的な経緯があいまいとか、立法趣旨が明らかでないと指摘されて

きた193。前述のように、旧法194による規制では特許権の効力の実効性を失わせるとの問題に

対処するために、1959 年の特許法全面改正を前にして、特許庁の庁内において間接侵害規

定の導入に関する検討が開始された。おおむね三期に分けられる195。 

 
192 特許発明の実施（「物の生産」又は「方法の使用」に限定される。）に用いられる物のうち専用品ではないものを

「非専用品」と呼ぶ。 

193 特許庁総務部総務課制度改正審議室・前掲注 191・21-22 頁、松村信夫「平成 14 年特許法改正後の専用品

型間接侵害」別冊パテント 12 号 (2014) 2頁。 

194 大正 10年 4 月 30 日法律第 96 号。 

195 前掲注 189・１頁。 
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 初期においては、米国法第 271条をベースに議論がなされ、教唆行為とともに、主観的要

件と客観的要件に基づく物品の提供行為が間接侵害規定に含まれた（第一期）196。しかしな

がら、検討が侵害の成立範囲を狭める方向に転じるにつれ、侵害教唆規定が削除され、主観

的要件ではなく、「のみに使用される」という客観的要件による間接侵害の成否を判断する

形に変更された（第二期）197。それ以降、条文の具体的な規定ぶり及び位置が見直され、専

用品型間接侵害規定が定まった（第三期）。 

 条文上、間接侵害の成立要件が「のみ」要件に集約されたことについて、法案担当者の意

図は未だ不明であるものの、主観的要件の立証の困難性を排除しつつ、特許権の過度の拡張

を防ぐものと解されている198。そのほか、専用品に対する規制が差止めを認めるという間接

 
196 庁内検討第一試案では、「特許権の侵害を教唆した者」、及び、「特許物の組成部分、特許物を製作するため

に必要な資材、又は特許方法を使用するために必要な資材を、その物が専ら特許権の侵害の目的で使用されるこ

とを知りながら販売又は拡布した者」を、「特許権の侵害を補助した者とみなす」と定められていた（前掲注 189・１

頁）。 

197 庁内第二読会では、「特許発明に係る物の製作のみに使用される材料、機械若しくは装置又は特許発明に係

る方法を実施するためのみに使用される材料、機械若しくは装置を業として製作、販売、拡布又は輸入した者は、

その特許権又は専用実施権を侵害したものとみなす」との案が提示され、それを受けて条文作成が進められた。 

198 特許庁総務部総務課制度改正審議室・前掲注 191・21-22 頁、潮海久雄［判批］ジュリスト 1083 号（1996）105

頁、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解 特許法（第 2版）』（青林書院、2017）1716-1717頁［渡辺光執筆］。 
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侵害規定の趣旨に相応しい199とか、被疑侵害物が専用品である場合に供給者に侵害調査の

義務を課しても負担とならない200といった説明もなされている。 

２.２.２ 「のみ」要件をめぐる裁判例の変遷と学説の動向 

 「のみ」との文言の意味が不明確であることから、具体的にどのようなものが専用品の範

疇に入り得るかについて、裁判例の解釈に変遷が見られた。 

 初期の判決は、間接侵害の立法趣旨を、特許権者の独占的実施を確保するために特許発明

に係る物品の製造にのみ使用する物に限ってその権利範囲を拡張したものと理解し、市場

における多用途製品の自由な流通が妨げられることを配慮して、「のみ」要件を厳格に解釈

する傾向にあった。その代表例であるチューブマット事件判決201では、「現に製造譲渡等の

行為がなされている物が，その流通に置かれた態様から，当該実用新案に係る物の製作にの

み使用されるというだけでなく，おおよそその物一般が客観的に侵害と主張される時点に

おいて他の用途に供せられることが知られていない物であることを要する」との解釈がな

された。 

 
199 田村善之「多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否－均等論との整合性－」知的財産法政策

学研究 15 号（2007）228頁。 

200 橘雄介［判批］知的財産法政策学研究 47 号 (2015)355-356頁。 

201 大阪地判昭和 47年 1 月 31 日無体集 4 巻 1 号 9頁。同事件の特徴は、被疑侵害製品がどの用途に向けて生

産・販売されていたかという事情ではなく、それ自体がどのように使用可能であるかを問題としている点にあると指

摘され、同じ考え方に基づく裁判例として、大阪地判昭和 49年 1 月 31 日判タ 311 号 242頁［分離自在のファスナ

ーⅡ事件］、東京地判昭和 50年 11 月 10 日無体集 7 巻 2 号 426頁［オレフィン重合触媒製造方法事件］などがあ

る。 
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 しかし、どんな物であっても唯一の用途しか存在しないとは考え難いことから、使用可能

性だけで「のみ」要件を判断するという考え方の妥当性に疑問が生じ、現実の用途に着目し

ながら、それが経済的、商業的ないし実用的な用途であるか否かとの判断基準が用いられる

ようになった202。その結果、具体的な捉え方に幅が見られるものの、特許発明の実施以外に

経済的・商業的・実用的な他の用途がない物は専用品型の規制対象とされるという通説的な

理解に至った。 

 その後、方法発明について、経済的・商業的・実用的な他の用途の有無に着目する従来の

判決とやや異なる判断基準を採用して、間接侵害の成立を認める判決が現れた。製パン器事

件判決203では、方法発明の特徴の一つはタイマーにより混捏、発酵、焼き上げなどの製パン

工程を実行することであって、被疑侵害製品はタイマー機能を使わずパンを焼いたり、焼成

機能を使わずパン生地を作ることができるから、「のみ」要件を満たさず間接侵害に該当し

ないと被告が主張した。それに対し、裁判所は、侵害用途に供される高度の蓋然性を理由に

「のみ」要件の成立を認めた。すなわち、「のみ」要件の趣旨を「特許権の効力の不当な拡

張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという観点から、特許権侵害とする対象

を、それが生産、譲渡される場合には当該特許発明の侵害行為(実施行為)を誘発する蓋然性

が極めて高い物の生産、譲渡等に限定して拡張する趣旨に基づくもの」と捉えた上で、特許

発明を実施する機能と実施しない機能の複数の機能を切り替えて使用することが可能な被

 
202 大阪地判昭和 54年 2 月 16 日判時 940 号 77頁［壁面接着施工法事件］、京都地判平成 12年 7 月 18 日平

成 8年（ワ）第 2766 号［五相ステッピングモータの駆動方法事件］が挙げられる。 

203 大阪地判平成 12年 10 月 24 日判タ 1081 号 241頁。 
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疑侵害製品について、「特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が、当該

物件の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認められない限り、当該物件を製造、販

売等することによって侵害行為(実施行為)が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わり

はない」ことから、「のみ」要件を充足すると判示した。同判決について、「のみ」要件を

緩やかに解釈することにより妥当な解決を図ったとの評価204がある一方、文言から逸脱す

るとの批判も見られる205。 

 このように、製パン器事件判決は、専用品型間接侵害規定のみが定められていたとの事情

を背景に、あえて被疑侵害製品が他の用途にのみ用いられるかどうかに着目して、妥当な結

論を導こうとするものである。他方、非専用品型間接侵害規定が設けられた後においても、

製パン器事件判決を踏襲する判決が現れ206、再び学説上の議論を引き起こした。つまり、非

専用品型間接侵害規定が導入された以上、「のみ」要件を柔軟に捉えることによって専用品

型間接侵害規定の適用範囲を拡大しようとする従来の裁判例の運用を維持する必要がある

か、さらには、第 101条第１号・第 4号と第 101条第 2号・第 5号との関係について、両者

を相互補完的なものとして捉えるべきか、という間接侵害制度のあり方をめぐる根本的な

問題に、議論の対象が移り変わりつつある。 

 
204 竹田稔『知的財産権訴訟要論（第 5版）』（発明協会、2012）251頁。 

205 窪田英一郎「間接侵害について」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務（第 1 巻）』（新日本法規出版、

2007）202頁。 

206 知財高判平成 23年 6 月 23 日判時 2131 号 109頁［食品の包み込み成形方法及びその装置事件］。 
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２.３ 非専用品型間接侵害 

２.３.１ 導入の経緯 

 2002 年法改正の背景には、被疑侵害製品に他の用途が存する場合やソフトウェア関連発

明について、専用品型間接侵害規定では特許権の保護を十分に図れないという問題意識が

あるほか、特許権を強化し、特許権の実質的な価値を高める呼び掛けが強くなされていたと

いう当時の状況も窺われる207。そこで、新たに追加された第 101条第 2号・第 5号は、客観

的要件と主観的要件の両方を定めており、前者では、「発明による課題の解決に不可欠なも

の」（以下「不可欠性要件」という。）及び「日本国内において広く一般に流通しているも

のを除く」（以下「非汎用品要件」という。）が含まれており、後者では、「その発明が特

許発明であること」と「その物がその発明の実施に用いられること」を知っていることが要

求される。 

 法案担当者の解説208によれば、各要件の設けられた趣旨は以下のとおりである。第一に、

不可欠性要件は、「のみ」要件を外したことが特許権の効力の不当な拡張をもたらさないよ

う、間接侵害規定の規制対象を「発明」の観点から見て重要な部品等に限定するために設け

られたものであって、請求項に記載された発明の構成要素とは区別される。また、同担当者

によれば209、不可欠性要件は、発明との関連性の乏しい部品を排除するための概念であって、

発明を特徴付けるようなもの、あるいは発明の特徴的部分と解釈される。ただし、上記解説

 
207 飯村敏明「非専用品型間接侵害の立法と実務の変遷」別冊 L&T3 号(2017）67頁。 

208 特許庁総務部総務課制度改正審議室・前掲注 191・27-31頁。 

209 飯村敏明ほか「座談会 特許法・商標法等の改正を語る」L&T16 号(2002)16頁［廣實郁郎発言］。 
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は、同義反復的な説明をなしているに過ぎず、直接的かつ確定的な説示を避けて、その捉え

方を立法後の実務に委ねる意図があるという指摘もみられる210。第二に、非汎用品要件につ

いて、「広く一般に流通しているもの」は、ネジ、電球のような市場において一般に入手可

能な状態にある規格品、普及品を指し、間接侵害規定の対象から排除したのは取引の安定性

を確保するためである。また、「日本国内」に限定したのは、特許権の効力が日本国内しか

及ばず、取引の安全の確保という観点から、外国における普及と日本国内での普及とは別個

に考慮すべきだからである。最後に、主観的要件において、過失を除外し、故意に限定した

理由は、自ら供給する部品等が複数の用途を有する場合、供給先がそれらをどのように使う

かについてまで注意義務を負わせることは、供給者にとって酷であり、取引の安全を害しか

ねないからである。 

２.３.２ 各要件をめぐる裁判例の概観と学説の動向 

 前記のように、特許権者の保護を拡大する趣旨で非専用品型間接侵害規定が新設された。

他方、非専用品が特許発明の実施以外の適法用途も存するため、特許発明を実施しない態様

で非専用品を利用する第三者の利益に留意する必要がある。そこで、非専用品型間接侵害規

定の各要件を如何に解釈すべきか、ひいては、特許権の実効的な保護と第三者の経済活動の

自由をどのように調整すべきか、が重要な問題となる。 

 
210 飯村・前掲注 207・70頁。 
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（１）裁判例 

  ア）不可欠性要件 

 各要件の中で、不可欠性要件が間接侵害の結論を直接左右する決め手となるケースが多

い211。具体的にどのような物が発明による課題の解決に不可欠であるかに関しては、議論の

余地があるものの、有力説と位置付けられるクリップ事件判決212が、以下のように述べた。 

 すなわち、「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、「従来技術の問題点を解決す

るための方法として、当該発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段に

ついて、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす、特徴的な部材、

原料、道具等」をいい、「課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直

接形成するものに当たらないものは、『発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当する

ものではない」との説明である。 

 その後、上記のような説示は多くの裁判例213により援用され、判断基準として定着しつつ

ある。他方、文言どおりに不可欠性要件を「発明の課題解決に不可欠か否か」と解釈して判

断を下す裁判例もある214。 

 
211 前田健「間接侵害規定の設計の在り方－日本型間接侵害規定の運用実績と評価－」平成 31年度知的財産に

関する日中共同研究報告書(知的財産研究所、2020)73頁。 

212 東京地判平成 16年 4 月 23 日判時 1892 号 89頁。 

213 東京地判平成 24年 3 月 26 日平成 21年（ワ）第 17848 号［医療用可視画像の生成方法事件］、大阪地判平成

25年 2 月 21 日平成 20年（ワ）第 10819 号［微粉除去装置方法及び装置事件］、東京地判平成 25年 2 月 28 日

平成 23年(ワ)第 19435・19436 号［ピオグリタゾン事件］。 

214 知財高判平成 17年 9 月 30 日平成 17年（ネ）10040 号［一太郎事件］。 
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 注目すべき動向として、裁判例は、予見可能性や取引の安全性を重視しつつ、不可欠性要

件を次第に厳格に捉える傾向にあると指摘されている215。つまり、クリップ事件判決が新た

な事項を付加してより厳格な判断基準を設定した後、ピオグリタゾン事件判決216は、それを

踏襲しつつ、公知技術は間接侵害の範囲から除外されることを明らかにした。同事件では、

特許保護期間の満了により公知技術となった薬剤を組み合わせてなる併用医薬の特許発明

に関して、単剤を販売等する行為が間接侵害に当たるかが争われたところ、裁判所は、「既

存の部材が当該発明のためのものとして製造販売等がされているなど、特段の事情がない

限り、既存の部材は、『その発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当しないと解する

のが相当である」 という一般論を示した。同判決については、公知技術に対する権利行使

を認めるべきではないことや、教唆する行為が権利行使の対象となり得ることに係る価値

判断が織り込まれている旨の評価がある217。 

  イ）非汎用品要件 

 非汎用品要件について、裁判例ではその充足性が容易に肯定されるため、侵害認定に際し

てほとんど機能していないと言われる218。また、一太郎事件219において、知財高裁の特別部

は、被疑侵害製品と発明の実施との間における条件関係をもって不可欠性要件の充足を簡

 
215 飯村・前掲注 207・72頁。 

216 東京地判平成 25年 2 月 28 日平成 23年(ワ)第 19435・19436 号。 

217 前田・前掲注 211・74頁、愛知靖之「特許法 101 条 2 号・5 号の要件論の再検討－実体要件から差止要件へ

－」別冊パテント 12号(2014)47頁。 

218 前田・前掲注 211・74頁。 

219 知財高判平成 17年 9 月 30 日判時 1904 号 47頁。 
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単に肯定し、非汎用品要件に関して、被疑侵害製品が特許発明の構成を有する物の生産にの

み用いる部分を含むことを理由として同要件が充足されると認定した。同判決の読み方は

分かれているが220、学説の議論に有意義な視点を提供した221。 

  ウ）主観的要件 

 主観的要件に関して、どの時点で故意が必要とされるか、また、故意の具体的な認識内容

は何かという点に議論の余地がある222。前者について、一太郎事件判決が、差止請求の関係

で主観的要件を具備すべき時点は差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時であると判示し

たことから、差止めとの関係では主観的要件が働かないという問題意識が提示されており、

差止めを妥当な範囲に制限しようとする学説の動向に繋がった。後者について、表示装置事

件判決223では、次のような一般論が述べられた。「主観的要件が認められるためには、当該

部品等の性質、その客観的利用状況、提供方法等に照らし、当該部品等を購入等する者のう

 
220 例えば、同判決について、大量に流通している商品に「のみ」要件を満たす専用品を付加した「セット商品型」

の場合について、例外的に非汎用品要件を充足しないと解したもの（三村量一「非専用品型間接侵害(特許法 101

条 2 号、5 号) の問題点」知的財産法政策学研究 19 号(2008) 101-103頁参照）、又は、用途の数が限定されてい

れば汎用品に該当しないとの見解を示したもの（愛知靖之［判批］L＆T31 号（2006）68-69頁、奧邨弘司「間接侵害

の成否（2）」中山信弘ほか編『特許判例百選（第 4版）』（有斐閣、2012）149頁参照）等の理解がある。 

221 例えば、差止適格性説（後述）の代表的な学者は、同判決から示唆を得て、被疑侵害製品の構成に着目して

非汎用品要件を活用することにより、非専用品型間接侵害の適用範囲を限定しようとしている（田村・前掲注 199・

207-208頁）。 

222 飯村・前掲注 207・69頁、西理香「非専用品型間接侵害における差止めの範囲と主観的要件」L&T63 号(2014) 

14頁。 

223 大阪地判平成 30年 12 月 13 日平成 27年（ワ）第 8974 号。 
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ち例外的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現

に存在し、部品等の生産、譲渡等をする者において、そのことを認識、認容していることを

要し、またそれで足りると解する。」 

（２）学説 

  ア）本質的部分説 

 学説では、不可欠性要件の解釈について、クリップ事件判決と同様に技術的思想に焦点を

当てる見解がかねてより唱えられてきた224。要するに、「課題の解決に不可欠なもの」を、

均等論法理を確立したボールスプライン事件最高裁判決225の第一要件にいう「特許発明の

本質的部分」に直結し、又は実質的に同一ないし類似するものと捉えている。その背景には、

本質的部分という発明の重要な技術的思想が利用されているからこそ、適法用途まで一律

に差し止めることが正当化できるという価値判断226、又は、非専用品型間接侵害、均等論及

び消尽論を通じて、発明の本質的部分の保護という課題を目指して特許法の統一的な侵害

判断基準を構築しようとする発想227がみられる。しかし、ピオグリタゾン事件判決のような、

「新たに開示する特徴的技術手段」に係る物であるか否かをメルクマールとする本質的部

分説に従えば、このハードルを超え難い公知の物品などは往々間接侵害の範囲から排除さ

 
224 三村・前掲注 220・85 頁以下、高林龍「特許権の保護すべき本質的部分」『知的財産法制の再構築』 (日本評

論社、2008)53-54頁。 

225 最判平成 10年 2 月 24 日民集 52 巻 1 号 113頁。 

226 田村・前掲注 199・191頁における同説に関する指摘を参照。 

227 高林龍「発明の技術思想に着目した統一的な侵害判断基準構築の模索」日本工業所有権法学会年報 32 号

（2008）91頁以下。 
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れてしまう228。そのため、不可欠性要件を限定的に捉え過ぎてしまうと批判され、また、条

文上発明の本質的部分と絡めて解釈する必然性はないとの批判もある229。 

  イ）差止適格性説 

 本質的部分説は不可欠性要件を技術的思想の観点から限定的に解釈することにより特許

権者の利益と第三者の経済活動の自由の間にバランスをとろうとしているのに対し、一太

郎事件判決から示唆を得て、別途、非汎用品要件のところで間接侵害の成立範囲に絞りをか

けようとする考えがある230。すなわち、同見解は、不可欠性要件を特許発明の実施との条件

関係として広く解する一方、非汎用品要件が充足される場面を、被疑侵害製品から適法用途

を分離し、侵害用途のみを容易に除去・停止すること（以下「侵害用途除去容易性」という。）

ができる場合に狭めることにより、妥当な調整を行っている。その発想は、特許権の直接侵

害に関連する行為に関し、民法の共同不法行為との役割分担の観点から、差止請求権の行使

を認めることを非専用品型間接侵害制度の主眼と捉え、差止めを認めるのに適した要件論

を構築しようとするものである。発明の技術的思想からみて重要でなくても、被疑侵害製品

 
228 ただし、本質的部分説の中では、公知の部材等が不可欠なものに該当するかどうかについて、見解が分かれる。

三村・前掲注 220・89 頁は、特許発明の開示した技術的手段の部品として用いるための形態で販売されない限り、

不可欠なものに該当しないとしているのに対し、高林・前掲注 224・57-58 頁は、薬品の組合せ特許に関連して、公

知物であっても、特許発明の実施を用途とする旨が添付文書に記載されていれば、間接侵害の成立を認める立場

をとる。 

229 愛知・前掲注217・48頁、平嶋竜太「非専用品型間接侵害における法的構造の再考」別冊パテント12号 (2014) 

64頁、横山久芳「非専用品型間接侵害制度の総合的検討」学習院大学法学会雑誌 52 巻 2 号（2017）255頁。 

230 田村・前掲注 199・197頁以下。 
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が侵害を誘発する蓋然性が高く、かつ、侵害用途除去容易性を有する場合、そこから特許発

明の実施に供される機能だけを除去すれば、侵害の発生を有効に抑止することができ、ま

た、同製品も適法用途には依然として使われ得る。それゆえ、かような物品について、間接

侵害を肯定し差止請求を認容しても、過剰差止めとの事態にはならない。ただし、同説の難

点は、上記の理念を実現するための侵害用途除去容易性という基準を、どの要件に取り込む

ことができるかということである231。その点について、侵害用途除去容易性を汎用品の概念

に取り込むのは解釈論上無理があり、それを唯一の基準とするだけでは特許権に対する十

全な保護を図れないとの批判がある232。 

  ウ）主観的要件を活用する説 

 本質的部分説と差止適格性説233は、差止請求との関係で主観的要件がうまく機能できな

いとの問題意識を共通に抱えている234。それは、一太郎事件判決のように、差止請求につい

て主観的要件の判断基準時を事実審の口頭弁論終結時と捉えれば、主観的要件は、警告状や

訴状などをもって充足されると認定され、事実上機能できない要件となってしまうからで

ある。他方、非専用品型間接侵害規定の立法趣旨に立ち戻ると、客観的な規制対象の緩和か

ら生じ得る間接侵害範囲の不当な拡張の問題は、本来、新たに設けられた主観的要件によっ

 
231 同説を主張する学者は、もともと侵害用途除去容易性を不可欠性要件の中に読み込んでいたが（田村善之『知

的財産法（第 4版）』（有斐閣、2006）242頁参照）、一太郎事件判決を受け、現在の考え方に改説した。 

232 平嶋・前掲注 229・64頁、高林・前掲注 224・53-56頁、愛知・前掲注 217・49-50頁、横山・前掲注 229・252頁。 

233 そのほか、両説を併用する主張もある（吉田広志「多機能型間接侵害についての問題提起－最近の裁判例を

題材に－」知的財産法政策学研究 8 号(2005)147頁以下）。 

234 この指摘をするものとして、愛知・前掲注 217・51頁、平嶋・前掲注 229・70頁。 
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て解決されるべきである。そうすると、前記の学説は、不可欠性といった要件に対する絞り

込みを通じて間接侵害の成立範囲を限定することを重んじるあまり、かえって、非専用品型

間接侵害規定に担われるべき制度上の役割を看過してしまいかねず、同規定の立法背景か

らみれば妥当ではないという指摘がある235。 

 そのような配慮に基づき、主観的要件の活用が提唱されるようになった。結果として、下

記二つの見解が示された。その一つは、主観的要件の判断基準時を行為の開始時に設定する

もの236である。もう一つは、主観的要件の内容を厳格に解釈する立場であり、具体的には、

供給先における実施態様に用いられていること、及び、供給先の具体的な実施態様が特許発

明の技術的範囲に属することについて、認識を有し又は認識を通常得るべき高度の蓋然性

があってはじめて、主観的要件が充足されると主張する237。かような主観的態様の下に業と

して生産・販売等を行っていれば、特許権侵害の予備的行為として差止め等の法的措置を

許容する必要性が高まるため、権利行使を正当化することができる。 

  エ）差止要件説 

 差止要件説は、主観的要件が事実上機能しないという問題意識を念頭に置き、差止範囲の

適正化という発想に賛成しつつも、本質的部分説や差止適格性のように実体要件を厳格に

 
235 平嶋・前掲注 229・70-71頁。 

236 潮海久雄｢間接侵害」大渕哲也ほか編『特許訴訟（上巻）』 (民事法研究会、2012)297頁。 

237 平嶋・前掲注 229・72 頁。そのほか、例外的とはいえない範囲の者が被疑侵害物を特許権侵害に利用する蓋

然性が高いことを認識している限り主観的要件が満たされるとの見解もある（西理・前掲注 222・14頁）。 
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解釈する手法は適切ではないとして、差止要件を導入すべきとの代替策を唱えている238。同

説によれば、間接侵害規定には、差止請求権を付与する機能のみならず、損害額の推定規定

（第 102条）や刑事罰（第 196条の 2）の適用を可能ならしめる効果もあり、しかも、損害

賠償責任や刑事罰との関係で主観的要件が十分に機能しているため、差止範囲の適正化を

求めて実体要件を厳格に解釈すると、損害賠償や刑事罰の成立範囲が過度に狭められてし

まうことになりかねない。 

 そこで、差止範囲の不当な拡張を防ぐ目的を確保すると同時に、損害賠償等の成立範囲に

対する過剰な制限を避けるためには、101条の実体要件239と別個に差止要件という手続要件

を課す方案が提示される。差止要件を設定するに当たって、差止適格性説の基本的発想を出

発点としつつ、侵害用途除去容易性を主な判断基準とする。侵害用途除去容易性がなくて

も、相手方の行為自由を不当に制限することにならない範囲で240、差止めを許容し得る。ま

た、問題となる製品が実際に適法用途にほとんど使用されておらず、侵害用途での利用が常

 
238 愛知・前掲注 217・52頁。 

239 実体要件の捉え方として、本説は、非汎用性要件について、用途の多寡に着目して、「多数の用途を持ち、様

々な製品に利用することができるため、日本国内で広く用いられうる普及品」と解し、不可欠性要件について、本質

的部分説や差止適格説と違って、文言どおりに、発明による課題解決との条件関係と解する。また、主観的要件に

ついて、詳しく検討していないが、同要件の損害賠償責任や刑事罰に対する制限効果を論じる文脈で、本質的部

分説の代表的な論者の三村弁護士の説明を引用している。 

240 すなわち、適切な条件を付した主文により差止めを行うことができれば、差止請求を認容すべきと主張する。適

切な条件について、例えば、違法用途がラベルに表示され又は適法用途にしか使用できない旨を明示しない形で

の生産販売に対して、差止請求は許容されるが、違法用途のみに使用する者に対して製品を販売してはならない

というような差止判決は、執行機関としての判断の範疇を超えるため、許すべきではないと説明している。 
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態化するという特段の事情がある場合、適法用途まで含めた全体を差し止めることが許さ

れ、あるいは、専用品型間接侵害として処理することができると説かれる。本説の特徴は、

実体要件で定められる間接侵害の成立範囲と差止要件で画定される差止範囲の間に、差が

生じる点にある241。 

  オ）蓋然性アプローチ 

 最後に、新しい動きとして、特許発明の実施を惹起する蓋然性に着目して判断を行うべき

との主張がなされている242。同説は、全ての物品が一律に特許発明の実施に使用される高度

の蓋然性を有する専用品の場合と違って、非専用品の場合に関しては、物品ごとに特許発明

の実施に使用される蓋然性が異なり得ることに配慮して、発明との関係性の強弱に合わせ

て類型的な規律を図るべきと主張する。その特徴は、新たに実施要件を導入し、主観的要件

を当該要件に対応するものと位置付けた上で、両要件の充足性を判断するに当たって、発明

の本質的部分を体現した物品と公知の物品とを区別して論じるところにある。 

 具体的な判断手法は、次のとおりである。まず、不可欠性要件について、条文の文言に従

って、特許発明による課題解決のために必要な物品かどうかを問う要件と解される。次に、

実施要件を条文から抽出し、問題の物品が発明の実施に使用される蓋然性が高いかどうか

を評価するものと解し、それに関連する主観的要件を、当該物品が発明の実施に使用される

 
241 同説のメリットは、「差止請求の仕方」という手続法上の問題について、物自体の性質・要件該当性に焦点を当

てる実体要件ではうまく対処できないところ、差止要件との手続要件の枠内で処理することにより、無理な解釈論や

一本化される硬直な判断基準を持ち出せずに、問題を解決できる点にあると唱えられる（愛知・前掲注 217・58 頁）。 

242 横山・前掲注 229。 
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高度の蓋然性を被疑侵害者が認識しているか否かを考察するものと解する243。最後に、発明

の本質的部分を体現した物品と公知の物品を区別して、各要件の充足性を判断する。同説に

よれば、特許発明の実施に用いられる蓋然性が高い物品を、そのことを認識しつつ提供する

との事情があれば、当該物品の現実の用途を問わず、間接侵害が成立することになる244。そ

れに対して、特許発明の実施に用いられる蓋然性が類型的に高いとはいえない公知の物品

に関して、過剰保護を防ぐ観点から慎重に判断を行うべきであると説かれる。 

２.４ 小括 

 これまでの裁判例と学説を概観すると、「特許権の不当な拡張を防止しつつ、その実効的

な保護を図る」という間接侵害制度の目的が述べられてきた。ただし、かかる目的を実現す

るための重点や発想に相違がみられる。 

 当初は、侵害用途しか有しない物であれば、特許権侵害を誘発する蓋然性が極めて高く、

他方、その生産・販売を禁じても適法用途が害されることにはならないという理由で、「の

み」という客観的要件だけを定める専用品型間接侵害規定が設けられた。関連裁判例の流れ

としては、実効的な保護を確保するために、「のみ」要件が柔軟に解釈されつつあり、やが

て適法用途を有するものに対しても、「他の用途」にのみ用いられるかどうかという文言か

らかけ離れた基準を適用して権利行使を認めようとする判決が下されるに至った。 

 
243 また、非汎用性要件については、物品の用途・機能の多様性に着目すべきとしている。 

244 もっとも、損害賠償について、間接侵害製品が結果的に実施に使われなかった場合、特許権者に特許発明の

対価を取得させる必要はないから、間接侵害に基づく損害は発生していないと解すべきであるとする（横山・前掲

注 229・282頁）。 



 
98 

 それに対して、2002 年に新設された非専用品型間接侵害規定は、客観的要件を多用途製

品に拡張しながら、主観的要件を導入することで妥当な調整を図ろうとする。ところが、主

観的要件がうまく機能できないという問題が提起されており、各要件に関する統一的な理

解が未だ得られないため、同規定に関しては、適用範囲が不明確となり、本来的な権利範囲

を超えた過剰な差止めに繋がることが懸念される。そこで、学説上の議論は、各要件の意味

を解明し、間接侵害の成立範囲の不当な拡張可能性を制限する方向に展開された。 

 そのような流れの中で、初期において、発明の本質的部分の保護を重視する考え方が提示

され、それ以降、民法の共同不法行為制度との役割分担、すなわち、差止請求を許容するこ

とに焦点が当てられた。代表例として、差止めを認めるのに適した要件論を構築しようとす

る差止適格説は、技術的思想の観点からみて重要であるかどうかを問わず、被疑間接侵害物

の構造に着目する侵害用途除去容易性との判断基準を捻出した。その後、差止要件説は、間

接侵害規定の役割として損害額の算定と刑事罰の導入も看過すべきではないと指摘し、差

止要件を設けることにより、侵害成否の問題と差止請求権行使の可否の問題を切り離して

考えるべきと主張する。 

３ 複数人侵害 

３.１ 裁判例 

 日本では、これまで、複数者による特許権侵害に関する事案が少ないため、時経順に説明

した後、それぞれの特徴をまとめることにしたい。また、各事件に関する詳しい検討は学説

の部分に委ねる。 
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（１）スチロピーズ事件245 

 本件発明は熱可塑性人造物質から多孔性成形体の製造方法に関するものであって、膨張

能力を賦与する工程（第 1 工程）と成形加工の工程（第 2 工程）からなる。被告らは第 1 工

程に相当する工程だけを行い、そこから得た中間物質（スチロピーズ）を業として生産・販

売した。原告は、被告らが、本件特許の方法と同じ方法により最終産物を自ら生産し、若し

くは生産しようと企図しており、又は、加工業者と共同して、若しくはこれを教唆して生産

し若しくは生産させていると主張し、スチロピーズの生産販売等の差止めに関する仮処分

を求めた。 

 裁判所は、被告らが自ら第 2 工程を実施し、又は実施しようとしていないとの事実認定を

した後、被告らによる一部の工程を実施する行為については、間接侵害に当たる場合を除

き、次のような場合にも特許権侵害の成立が認められるとした。すなわち、「他人の特許方

法の一部分の実施行為が他の者の実施行為とあいまつて全体として他人の特許方法を実施

する場合に該当するとき、例えば一部の工程を他に請負わせ、これに自ら他の工程を加えて

全工程を実施する場合、または数人が工程の分担を定め結局共同して全工程を実施する場

合には、前者は注文者が自ら全工程を実施するのと異ならず後者は数人が工程の全部を共

同して実施するのと異ならないのであるから、いずれも特許権の侵害行為を構成する」と説

いた。補足的に、中間物質の供給を受けた者が特許方法のその余の工程を加えて最終物質を

造る場合について、「既成の中間物質に具現された工程の一部実施の結果を承継利用してそ

 
245 大阪地判昭和 36年 5 月 4 日下民 12 巻 5 号 937頁。 
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の余の工程を加えることは、自ら全工程を実施するのと同一に帰する」という理由付けで、

特許権侵害に当たる旨を述べた246。最後に、被告らによる中間物質を供給する行為について、

それ自体は他人の実施行為に対する幇助や教唆に該当し得るものの、間接侵害に該当する

場合を除き、差止又は予防の請求の対象にならないと判示した。そして、間接侵害の成否を

判断する文脈において、数次の工程段階よりなる方法の特許発明にあっては中間物質も「そ

の発明の実施にのみ使用する物」247に含まれると解し得るが、中間物質の製造工程が特許発

明と異なる方法に属するときは対象外となるとした。 

（２）電着画像形成方法事件248 

 本件では、特許発明は電着画像の形成方法に関するものであり、複数の工程からなる。被

告が電着画像の製造工程を行い、被告製品を購入した文字盤製造業者が時計文字盤等への

 
246 このような「承継利用」の考え方に好意を示す学者がいるものの、明文規定なしに、安易に中間物質の被供給

者による特許方法の一部の工程の実施を直接実施と擬制するべきではないとの批判もなされる（大瀬戸豪志［判批］

ジュリ別冊 86 号（1985）161頁）。 

247 当時特許法第 101 条第 2 号（現行特許法第 101 条第 4 号に相当）は「特許が方法発明についてされている場

合において、その発明の実施にのみ使用する物を業として生産し、譲渡し、貸し渡し、譲渡もしくは貸渡のため展

示し又は輸入する行為」と定めていたが、2002 年の法改正では、「その方法の使用にのみ用いる物」と改め、第 4

号（現行特許法第 101 条第 5 号に相当）においても「その方法の使用に用いる物」と規定していた。また、法改正の

解説によれば、改正前の第 2 号における「発明の実施」は、実際には「方法の使用」のみを指すため、上記の変更

は規定の明確化を図ったものであり、意味内容を企図したものではない（特許庁総務部総務課制度改正審議室・

前掲注 191・28-29頁）。 

248 東京地判平成 13年 9 月 20 日判時 1764 号 112頁。 
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貼付工程を行った。原告は、被告が文字盤製造業者を手足として、貼付工程を実施している

と主張した。 

 被告製品の時計文字盤等への貼付工程を被告自らが実施せず、被告製品の購入者におい

て実施しているとしても、この工程を含んだ全体の工程を被告の行為と同視して、本件特許

権の侵害と評価することができるかについて、裁判所は、被告製品には、他の用途は考えら

れず、これを購入した文字盤製造業者において時計文字盤等への貼付工程により使用され

ることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているということができ、

したがって、被告は文字盤製造業者を道具として実施しているということができるから、全

工程が被告自身により実施されている場合と同視して、特許権侵害と評価すべきとした。 

（３）ヤゲン付き眼鏡レンズ事件249 

 本件は、加工レンズ供給に係る方法発明と物（システム)の発明について特許権を有する

原告が、サポートシステムを使用して、ヤゲン加工済み眼鏡レンズを眼鏡店に販売、供給し

ている被告を訴えた事案である。本件発明は、発注側から製造側に眼鏡枠形状情報などを送

信し、製造側がレンズを加工したり加工結果を確認したりする作業に関わるものであり、請

求項に発注側と製造側の両方が記載されていることが問題となった。 

 複数主体が発明の実施に関与していることについて、原告は、方法発明との関係で、眼鏡

店の行為を被告による行為と同視することが可能であると主張し、システムの発明との関

係で、複数主体の機能や動作により特定される構成要素があったとしても、それは、物の発

 
249 東京地判平成 19年 12 月 14 日平 16（ワ）25576 号。 
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明たるシステムを特定するための手段に過ぎず、このような他者の行為による機能を含む

システム全体が端的に物の発明として保護の対象とされるべきであって、さらに、当該物の

発明の使用主体の判断は、支配管理関係の有無、経済的利益の享受といった諸要素を総合的

に検討した上で規範的に行われるべきであると主張した。それに対し、被告は、被疑方法や

システムにおいて各参加者は完全に別個独立の主体として関与しているだけであり、それ

ぞれが他者を道具として使用しているわけではなく、また、発注側の行為又は製造側の行為

のみを構成要件とする特許出願をして特許を取得すれば、発注側、製造側のそれぞれの行為

について特許権侵害を主張することが可能であると反論した。被告による後者の主張につ

いて、原告は、複数者の関与を前提とするシステムそのものに発明性が認められており、一

部の行為のみを取り上げてクレームを書くのが困難であると争った。 

 結論として、裁判所は、方法発明に関して全ての構成要件が充足されないと認定しつつ

も、システムの発明に関して特許権侵害を肯定した。具体的には、まず、本件システムの発

明は発注側と製造側という二つの「主体」を前提とするものと確認した上で、そのクレーム

や発明の詳細な説明は実体に即して記載すれば足りると判示した。さらに、構成要件の充足

性を評価する問題と発明の実施主体を認定する問題とを切り離して、それぞれの判断基準

を示した。すなわち、構成要件の充足性については、複数の主体がクレームに記載された各

行為を行ったか、各システムの一部を保有又は所有しているかを判断すれば足り、実際に行

為を行った者の間に履行補助関係がなくても問題とならないとした。他方、発明の実施主体

については、システムを支配管理している者がだれであるかによって、決定されるべきであ

るとした。 
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（４）JAddressサービス事件250 

 本件は、電話番号等の「インターネットナンバー」を入力することで特定のウェブサイト

にアクセスできるようにするサービスを提供している特許権者が、被控訴人によるサービ

ス提供行為が特許権侵害に当たるとして、行為の差止め、データベース等の除却及び損害賠

償を求めた事案である。本件発明251は、「インターネットサーバーのアクセス管理及びモニ

タシステム」に関する方法発明であって、その請求項はアクセスの各段階から構成され、ユ

ーザーの行為も含まれているため、本件では、侵害主体がサービス提供者であるか、それと

もサービス利用者であるのかが争われた。 

 裁判所は、以下のように述べて、被控訴人を侵害主体と認めた。「本件発明における『ア

クセス』が『インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアント』に

よる『サーバーシステムの情報ページ』に対するものであることが明らかである上、構成要

 
250 知財高判平成 22年 3 月 24 日判タ 1358 号 184頁。一審では、本件特許は特許無効審判により無効とされる

べきものであるとして請求を棄却したため、ここでは取り扱わない。  

251 本件発明の構成要件は、以下のＡないしＧからなる。 

「Ａ インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアントからサーバーシステムへの情報ページに

対するアクセスを提供する方法であって、 

Ｂ 前記クライアントにおいて記述子を提供する段階と、 

Ｃ ディレクトリサーバーが、前記記述子を前記ディレクトリサーバーに存在する翻訳データベースを用いてＵＲＬ

にマッピングする段階と、 

Ｄ 前記ディレクトリサーバーが、ＲＥＤＩＲＥＣＴコマンド中の前記ＵＲＬを前記クライアントに返送する段階と、 

Ｅ 前記クライアントに前記ＵＲＬを用いて情報を要求させる段階と、 

Ｆ 前記ＵＲＬにより識別されたページを前記クライアント側で表示する段階と、 

Ｇ を備えた情報ページに対するアクセス方法。」 
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件ＢないしＦに規定される各段階は、本件発明において提供される『アクセス』が備える段

階を特定するものであると解されるから、このような本件発明の実施主体は、上記のような

『アクセスを提供する方法』の実施主体であって、被控訴人方法を提供して被控訴人サービ

スを実施する被控訴人であると解するのが相当である。」 

 また、アクセスはユーザーのパソコンによって行われることから、本件発明の実施主体は

ユーザーであるという被告の主張について、裁判所は、本件発明は「アクセス」の発明では

なく、「アクセスを提供する方法」の発明であると強調し、また、「アクセスを提供する方

法」が提供されている限り、ユーザーはその方法の枠内において目的の情報ページにアクセ

スできるにとどまり、ユーザーの主体的行為によって技術的要件の充足性が変わるもので

はないと指摘し、ユーザーの個別の行為を待ってはじめて「アクセスを提供する方法」の発

明の実施行為が完成すると解すべきでもないと論じ、それを斥けた。 

（５）ナビゲーション装置事件 

 本件は、発明の名称を「車載ナビゲーション装置」とする特許権を有する原告が、ナビゲ

ーションサービスを提供する被告を、特許権侵害として訴えた事案である。被告は、業とし

て携帯端末のユーザーに対し、「EZ 助手席ナビ」という被告サービスを提供しており、当

該サービスを提供するときに、被告はサーバーを運営管理して、同サーバーを通じてユーザ

ーの保有する携帯端末との間でデータ通信を行う。また、本件では、被告サーバー及び本件

携帯端末を含めてナビゲーション装置を構成するものとして、「被告装置」と呼ばれる。原

告は、被告がユーザーに当該サービスを使用させ又は当該サービスに供する装置を生産す
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ることによって本件特許権を侵害しており、及び、当該サービスに供する携帯端末用プログ

ラムを譲渡等する行為は当該各特許権の間接侵害に該当することを理由に、ナビゲーショ

ンサービスに係るサーバーの使用の差止め及びプログラムの廃棄、携帯端末用プログラム

の譲渡等の差止めを請求するとともに、損害賠償を求めた。 

  ア）一審判決252 

 一審では、①被告装置の構成要件の充足性（そのうち、被告装置は「車載ナビゲーション

装置」に当たるか ）、②被告装置の使用による本件各特許発明の実施の有無、③被告装置

の生産による本件各特許権の共同直接侵害の成否、④本件携帯端末用プログラムの譲渡等

による間接侵害の成否などが争点となった。 

 まず、争点①について、本件発明における「車載ナビゲーション装置」が、複数の機器に

機能が分担され、かつ、その機器の一部が車両に搭載されていないものを含むか否かが問題

とされた。東京地裁は、クレームと明細書の記載及び「車載」と「装置」の一般的な語意を

参酌した上で、本件発明にいう「車載ナビゲーション装置」に該当するためには、一体の機

器としてのナビゲーションのための装置が車両に載せられていることが必要であり、車両

に載せられていない機器は、「車載ナビゲーション装置」を構成するものではないと解した。

それゆえ、被告サーバーと本件携帯端末とからなる被告装置は、「車載ナビゲーション装置」

に該当せず、構成要件を充足しないと判断した。さらに、争点②③④について、原告は、「①

被告が、本件携帯端末をユーザーに操作させることによって被告装置を使用して本件各特

 
252 東京地判平成 22年 12 月 6 日判タ 1402 号 281頁。 
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許発明を実施しており、また、被告の行為には支配管理型の特許権侵害が成立する、②被告

が KDDI及び本件携帯端末の製造業者と共同して被告装置を生産したことをもって、被告装

置の生産による本件各特許権の共同直接侵害が成立する、③被告が本件携帯端末用プログ

ラムを譲渡等する行為は、被告装置の使用又は生産を本件各特許権の直接侵害とする間接

侵害に該当する」と主張したものの、東京地裁は、被告装置が本件特許発明の技術的範囲に

属さないことを理由に侵害を否定したにとどまり、発明の実施主体に関する具体的な判断

を控えた。 

  イ）控訴審判決253 

 控訴審では、均等侵害及び特許有効性の問題が争点に追加されたが、結論として控訴棄却

となった。裁判所は、まず、文言侵害の判断において、「車載ナビゲーション装置」におけ

る「車載」の意味につき、「車両が利用されているか否かを問わず、車両に積載されて、常

時その状態に置かれていることを意味するものと解するのが合理的である」と解釈した上

で、被告サーバーと本件携帯端末のいずれも、車両に積載され、常時その状態に置かれるこ

とはないから、被告装置は「車載ナビゲーション装置」には該当せず、構成要件を充足しな

いと判断した。さらに、均等侵害という原告の予備的主張について、時機に後れたものと評

価しながら、構成要件「車載ナビゲーション装置」を被告装置の「送受信部を含んだ携帯端

末」に置換すると、ユーザは持ち込みを忘れるなどの事情によって、ナビゲーションの利用

 
253 知財高判平成 23年 11 月 30 日判時 2158 号 115頁。 
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の機会を得られないことを防止できる効果が得られず、本件特許発明の目的を達すること

ができないとして、均等侵害の成立を否定した。 

３.２ 学説 

 上記の事案の展開を踏まえて、学説では、理論構成に関する議論が進められてきた。本節

では、各裁判例に関する検討を兼ねて、各理論構成の具体的内容を説明する。その後、学説

における新たな動向も紹介する。最後に、議論の全体像をまとめたい。 

３.２.１ 各理論構成 

（１）共同直接侵害論 

 共同直接侵害論とは、複数主体が共同して特許発明の実施を行ったと評価できる場合に、

関与者全員を侵害主体と捉える理論である254。スチロピーズ事件において、「数人が工程の

分担を定め結局共同して全工程を実施する場合には、…数人が工程の全部を共同して実施

するのと異ならないのであるから…特許権の侵害行為を構成する」という傍論が、この理論

に言及するものと考えられる。もちろん、民法上の共同不法行為が成立し得るが、前述のよ

うに、原則として損害賠償による救済しか認められないため、別個、特許権に対する「共同

 
254 八木貴美子「複数の主体が関与する特許権侵害について」中山信弘編『知的財産・コンピュータと法（野村豊

弘先生古稀記念論文集）』（商事法務、2016）432頁。 
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直接侵害」と評価して差止めを認めようという配慮がある255。また、刑法分野における共同

正犯の考え方を特許法上の侵害主体の判断に応用したものとも理解される256。 

 しかし、その成立要件については未だ確立される状況に至らず、とりわけ「共同」をめぐ

って意見が分かれる。すなわち、各学説は、各主体の行為がお互いに関連し、全体として一

つの実施行為を構成する必要があるという点については一致しているものの（客観的な共

同関係）、それに加え、共同で実施行為を行う意思（主観的な共同関係）を要するかどうか、

必要とするならば主観的意思の具体的な内容を如何に解するべきかといった分岐点が見ら

れる。差止請求権について主観的な共同関係の存在は必要ないとの主張もあるが257、少数説

にとどまる。多数説258は、主観的な共同関係を必要と解し、その理由として、自己の意思に

基づかない他人の行為によって発生した結果に対しては責任を負わされないのが原則であ

 
255 富岡英次「複数の者が共同して特許権侵害を行った場合の法律関係について（特許権侵害に基づく差止請求

の場合における間接侵害との関係）」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 第 1 巻』（新日本法規、2007）

219頁。 

256 髙部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟（第 2 版）』（金融財政事情研究会、2012）118 頁、岩坪哲「複数者が関

与する発明についての差止（侵害）主体」パテント 66 巻 5 号（2013）119 頁、横山久芳「複数の主体が発明の実施

に関与した場合の侵害主体の認定に関する一考察」学習院大学法学会雑誌 54 巻 1 号（2018）11頁。 

257 尾崎英男「コンピュータプログラムと特許侵害訴訟の諸問題」清永利亮＝設楽隆一編『現代裁判法大系 26 知

的財産権』(新日本法規、1999 )230頁。 

258 愛知・前掲注 266・399頁、髙部・前掲注 256・119頁、八木・前掲注 254・432-433頁、横山・前掲注 256・12頁、

椙山敬士『ソフトウェアの著作権・特許権』（日本評論社、1999）153 頁、財団法人ソフトウエア情報センター＝三木

茂編『ビジネス方法特許と権利行使』（日本評論社、2000）208頁［設楽隆一執筆］、同 218-219頁［水谷直樹執筆］、

緒方延泰「ビジネスモデル特許に関する実務上の問題」NBL727 号（2001）38-39 頁、梶野篤志「複数主体が特許

発明を実施する場合の規律－いわゆる共同直接侵害について－」知的財産法政策学研究 2 号（2004）66-67 頁、

酒迎明洋［判批］知的財産法政策学研究 29 号（2010）260頁参照。 
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って、客観的な共同関係があるだけで他人と共同して特許権を侵害すると認定するのは、予

測できない不利益を生じさせ、特に特許権侵害の差止請求や損害賠償について特則が設け

られたことから見ると一層不当となるなどの事情を挙げている。しかし、物権的構成を採用

している実施概念に主観的要件を取り入れることについて理論的観点から問題が伴うとの

指摘259もある。なお、主観的意思の具体的な内容として、互いの行為に対する認識を必要と

した上、それを通じて全体の内容も認識していることや260、行為を行うことについての互い

の意思疎通がある程度図られていること261、又は、相手方の行為を利用する意思があること

262などの説明がなされているところ、特許権の存在や行為全体が特許発明の実施行為に該

当することまで認識することは不要であると考えられる263。 

 
259 潮海久雄「複数主体による侵害形態に関する特許法上の規整の意義と機能－間接侵害規定を中心として－」

知財研フォーラム 55 巻（2003）4 頁、平嶋竜太「複数主体が介在する特許権侵害法理をめぐる新たな方向性につ

いて―覚書的検討」中山信弘ほか編『知的財産権  法理と提言（牧野利秋先生傘寿記念論文集）』（青林書院、

2013）152頁。 

260 横山・前掲注 256・12頁。 

261 平嶋竜太「特許発明における複数主体の介在と『支配管理侵害型』の成立」L＆T56 号（2012）34頁（脚注 27）。 

262 愛知・前掲注 266・399 頁、八木・前掲注 254・433 頁、水谷直樹「複数者が特許侵害に事実上関与している場

合の侵害主体の認定」中山信弘ほか編『知的財産権  法理と提言（牧野利秋先生傘寿記念論文集）』（青林書院、

2013）121 頁、髙部眞規子「国際化と複数主体による知的財産権の侵害」永井紀昭ほか編『秋吉稔弘先生喜寿記

念論文集 知的財産権その形成と保護』(新日本法規、2002)163 頁。なお、一方の主体が実質的な実施の経済的

利益を収受し、全体の実施を実質的にコントロールしているような場合に、他の主体の認識の重要性が比較的に少

なくなり、場合によってそれを無視してもよいと主張するものとして、富岡・前掲注 255・221頁参照。 

263 愛知・前掲注 266・401頁、財団法人ソフトウエア情報センター＝三木・前掲注 258・208頁［設楽隆一執筆］、酒

迎・前掲注 258・260頁。ただし、間接侵害規定を無意味にしないためには、それと同等に近い要件が必要であると
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 最後に、複数の関与者の中で「業として」実施していない者が存する場合、共同直接侵害

の成立を認めてよいかについて、行為の総体が「業として」の要件を具備しているとは言い

難いとして侵害を否定する見解264と、侵害の成立には必ずしも全員が「業として」実施して

いる必要はなく、「業として」行った主体だけに対して責任追及を認めるべきとする見解265

が対立し、後者が多数を占めている。 

 
して、特許権侵害についての認識を要求すべきとの見解もある（潮海久雄「分担された実施行為に対する特許間

接侵害規定の適用と問題点」特許研究 41 号（2006）9頁）。 

264 小栗久典「複数主体の関与」竹田稔ほか編『ビジネス方法特許』（青林書院、2004）411頁。 

265 愛知・前掲注 266・401 頁、八木・前掲注 254・434 頁、富岡・前掲注 255・217 頁、上羽秀敏「特許法上の『業と

して』に関する一考察」中央知的財産研究所編『複数人が関与する知的財産権侵害について』（2008）85頁。また、

個人ユーザーが共同実行の意思を有さない場合が多いから、それらを除外して残りの複数者間での共同直接侵

害の成否を検討すればよいとするものとして、水谷・前掲注 262・123頁参照。 
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（２）道具理論 

 道具理論とは、一方の主体が現実に特定の行為を行っていないにもかかわらず、他方の主

体を道具として利用している限り、他方の主体による行為を当該主体が行ったものと同視

する考え方であり266、刑法の間接正犯理論に淵源する267。 

 電着画像形成方法事件判決はそのような規範的評価をなしたものと位置付けられる。た

だし、同事案に対する他の解決策として、もともと適切なクレームドラフティングを行えば

 
266 雇用や下請け関係のような人的な関係を通じて他人の行為を支配している場合について、伝統的な実施主体

の規範的認定手法により解決が図れるため（例えば、（意匠権に関する事案であるが、）最判昭和 44年 10 月 17 日

民集 23 巻 10 号 1777頁［地球儀型トランジスターラジオ事件］、東京地判平成 29年 4 月 27 日平成 27年（ワ）556

号［切断装置事件］など）、あえて道具理論を適用する必要がないと指摘される（八木・前掲注 254・431 頁参照）。

他方、人的な関係によって他人を利用する場合を道具理論の適用できる一場面として整理することもある（横山・前

掲注 256・5頁）。 

 もっとも、実施主体の規範的認定に関する裁判例は、先使用権や共有等に関する規定の趣旨に照らして、実施

行為の法的な帰属主体を規範的に認定しているに過ぎないため、それらの射程が直ちに侵害主体に関するケース

に及ぶわけではないという指摘について、愛知靖之「複数主体による特許権侵害」小松陽一郎先生古稀記念論文

集刊行会編『特許権侵害紛争の実務 裁判例を踏まえた解決手段とその展望』（青林書院、2018）393頁参照。 

267 水谷・前掲注 262・107頁、髙部・前掲注 256・121頁、岩坪・前掲注 256・119頁、横山・前掲注 256・7頁。 
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特許権を行使することが可能であり268、また、間接侵害規定269や均等論270の適用余地がある

と指摘されている。さらに、同判決にいう「道具」とは、意思的な支配や一方の主体の支配

・監督下にある「手足」271を指すものではないとの共通理解があるものの、その具体的な意

味について、以下のような説明がなされている。すなわち、購入者としては、方法発明にお

ける最終工程前の工程につき認識を欠き272又は被告製品の使用方法につき自己独自の意思

を持つ余地がない273と説明され、また、被告としては、被告製品を販売するに当たって、方

法発明における残りの工程が購入者により実施されることを当然のこととして予定し274又

は方法発明の使用につき認識を欠く第三者の行為を利用している275と説かれるほか、被告

 
268 松尾和子［判批］判例時報 1782 号(2002)198頁。 

269 松尾・前掲注 268・201 頁、井関涼子［判批］特許研究 33 号（2002）51 頁、平嶋・前掲注 259・133 頁。本件で

は、構成要件の全工程を物理的に実施する者がいないものの、スチロピーズ事件判決で示された「承継利用」の考

え方に基づき、文字盤製造業者による製造工程の承継実施を認めた上で、被告の行為を間接侵害と評価し得る。

ただし、本件判決の提示した道具理論は、方法発明の一部工程の実施で中間産物を生じない場合にも直接侵害

責任を問い得る点において、潜在的意義を有するとの指摘がある（井関・同上・52頁）。 

270 梶野・前掲注257・68-70頁、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド（第3版）』（有斐閣、2005）［田村善之執筆］

210頁、横溝大［判批］ジュリスト 1322 号（2006）179頁。 

271 著作権法分野の侵害主体論にいう手足論との用語と同様に解される（名古屋高決昭和 35 年 4 月 27 日下民 

11 巻 4 号 940頁［中部観光事件］、大阪高判昭和 45年 4 月 30 日無体集 2 巻 1 号 252頁［ナニワ観光事件］など

参照）。また、手足論の詳細について、上野達弘「いわゆる手足論の再検討」設楽隆一ほか編『現代知的財産法 

実務と課題』（発明協会、2015）1113頁以下参照。 

272 水谷・前掲注 262・106頁。 

273 松尾・前掲注 268・199頁。 

274 水谷・前掲注 261・106頁、髙部・前掲注 256・121頁。 

275 横山・前掲注 256・7頁、岩坪・前掲注 256・119頁。 



 
113 

の行為時点において購入者による最終工程の実施が確実視され、その結果全体として見れ

ば方法発明が実施されることになる高度の蓋然性を意味するという捉え方もある276。他方

で、専用品の生産・譲渡等が間接侵害にとどまることを理由に、一定の結果が確実に行われ

る行為を行ったことのみをもって侵害主体性を肯定することには無理があるという反対意

見もみられる277。最後に、同判決の射程が物の発明にも及ぶかについて、物の発明に道具理

論の適用が否定されると解する必要はないという見解がある278。 

 学説上、道具理論の判断基準について、利用者と被利用者の間に特別な関係が存すること

を要求する説279、各主体間の法律関係、各主体が特許発明に係る構成要件全体のうちどの程

度を実施しているか等を総合して判断する説280、人的な関係を通じて他人の行為を支配し

又は発明の実施につき善意の他人の行為を利用しているかを問うものと解する説281などが

あり、未だ議論は決着を見ないが、いずれにしろ同理論の適用範囲は限定的であると思われ

る282。 

 
276 井関・前掲注 269・51頁、酒迎・前掲注 258・262頁。 

277 横山・前掲注 256・7頁。 

278 服部誠「支配管理型の特許侵害について」片山英二先生還暦記念論文集発起人編『知的財産法の新しい流

れ』（青林書院、2010）471頁。 

279 水谷・前掲注 262・107頁。 

280 八木・前掲注 254・431頁。 

281 横山・前掲注 256・7頁、水谷・前掲注 262・107頁。 

282 八木・前掲注 254・431頁、水谷・前掲注 262・107頁、松田俊治［判批］パテント 62 巻 8 号（2009）58頁。 
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（3）支配管理論 

 支配管理論とは、物の発明に係る使用の主体を判断する際に、物を自己の支配・管理下に

おいて発明の技術的効果を生じさせる者を侵害主体と認定するものである283。前述のヤゲ

ン付き眼鏡レンズ事件判決は支配管理論をとるものと位置付けられるが、同判決の意義は

それに限るものではない。 

 まず、同判決の特徴は、構成要件の充足性の問題と侵害主体の認定の問題284を分けて考え

るという二段階の判断枠組みを採用した上で、構成要件の充足性について、二つ以上の主体

の関与が発明の前提とされる場合、それらの人的な関係を問わず、予定されている者がクレ

ームの記載どおりに各行為を行ったか、又は各システムの一部を保有・所有しているかに基

づいて判断を行ったことにある。構成要件の充足性の判断と侵害主体の認定を完全に分離

させて考える手法は魅力的であるが285、特許法の構成上、特許発明の技術的範囲と特許発明

の実施行為が別個に定められていることに鑑み、その発想自体は特段目新しいものではな

いとの指摘がある286。また、そのような考え方を特許権侵害の判断手法として一般化すると、

侵害物品に対する支配管理性さえ存すれば直ちに特許権侵害主体と認定されることになり

 
283 横山・前掲注 256・7-8頁、八木・前掲注 254・438頁。 

 他方、後述のように、学説上、人の行為に対する支配管理という観点から議論する見解があり、同論者によれば、

「人」に対する支配管理性と「物」に対する支配管理性という二つの基準は、異なる成立要件を提示しているため、

両者の併存を認める実益がある（服部・前掲注 278・469頁参照）。 

284 また、同判決は方法発明の「使用」を規範的に認定する手法を採用しているとの指摘について、松田・前掲注

282・64頁、齋藤浩貴［判批］知財管理 61 巻 1 号（2011）8頁。 

285 平嶋竜太［判批］法学セミナー増刊速報判例解説 3 号（2008）246頁。 

286 松田・前掲注 282・63頁、齋藤・前掲注 284・10頁。 
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かねず、特許法における実施概念やクレームの役割機能、間接侵害といった概念を実質的に

無意味化する恐れがあるとの批判がある287。もっとも、同判決の捉え方次第でかかる懸念は

解消され得るが、その射程について、複数主体の関与が予定される特許発明に限られるか、

また、物の発明に限定されるか、といった不明点が未だ残る288。 

 次に、侵害主体を認定する第二段階において、「システムを管理支配している」という基

準が持ち出された。他の主体の行為を支配するではなく、あくまで特許発明に係る物に対す

る支配管理を問うものであることから、道具理論と異なるアプローチを採用していると解

される289。もっとも、なぜシステムを支配管理していることがシステムの発明の「使用」に

当たるかについて、同判決では論理的な説明が欠けているとの批判があり290、また、具体的

な適用基準が示されていないため、恣意的な解釈が懸念される291。それに対し、学説上、一

方当事者の他方当事者に対する人的な関係及び物的な主従関係292、被告の行為と発明の目

 
287 平嶋・前掲注 285・246頁。 

288 その射程を限定的に捉えるべきとする見解が多い（八木・前掲注 254・437頁、酒迎・前掲注 258・272頁、松田・

前掲注 282・66 頁、平嶋・前掲注 285・246 頁参照）。他方、支配管理論が物の発明にしか及ばないとすると、物の

発明と方法発明との間に保護の程度に差異が生じてしまうことになりかねない。この点について、かような差異は、

特許法自体が「物」と「方法」のカテゴリを分けて特許権の効力範囲を異にしたことに起因するものであって、問題視

すべきではないという見解がある（松田・前掲注 282・66頁参照）。 

289 八木・前掲注 254・438頁、横山・前掲注 256・9頁。 

290 齋藤・前掲注 284・11頁。 

291 平嶋・前掲注 259・135頁、水谷・前掲注 262・112頁、松田・前掲注 282・65頁。 

292 水谷・前掲注 262・109-112頁。同論者によれば、B to Cのような関係がある場合、Bにおいて、C との関係で、

システム全体に対する「支配管理」が認められ得る。 
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的・作用効果の実現との間における因果関係293、発明の目的・作用効果の実現による利益の

獲得294などの考慮要素が提示されている。 

 以上のような分析をする学説の一部は、ヤゲン付き眼鏡レンズ事件の判旨は著作権法に

おけるカラオケ法理295に近いと評価している296。そして、カラオケ法理を特許法分野に転用

しようとする発想の下に、学説上、人の行為に対する支配管理と利益性の観点から侵害主体

を認定する手法（以下「人的支配管理論」と呼ぶことがある。）が論じられた297。つまり、

ある者が他人による行為を支配管理する立場にあり、かつ、そこから営業上の利益を獲得し

ている場合、他人の行った行為を支配管理する者の行為と規範的に評価する考え方であり、

道具理論と親近性を有する298。具体的な考慮要素として、結果の発生に対する予見性、他人

 
293 松田・前掲注 282・65頁。 

294 松田・前掲注 282・65頁、八木・前掲注 254・438頁。 

295 著作権法分野では、他人の著作物の利用行為について、当該他人の利用行為を管理し、かつそれによって営

業上の利益を得ている者を、著作物の利用主体として規範的に捉える理論はカラオケ法理と呼ばれる。最判昭和

63年 3 月 15 日民集 42 巻 3 号 199頁［クラブキャツアイ事件］がその嚆矢となる。カラオケ法理の詳細について、

三村量一「カラオケ法理の考え方と最高裁判決」著作権研究 38 号（2011）89-103頁参照。ただし、最判平成 23年

1 月 20 民集 65 巻 1 号 399頁［ロクラクⅡ事件］をはじめとして、近時の裁判例は、カラオケ法理を一般的な判断基

準とするのではなく、著作物の利用行為の主体について諸要因を総合考慮する立場に移行している。 

296 松田・前掲注 282・64 頁、齋藤・前掲注 284・11 頁。他方、カラオケ法理は行為の支配管理を考察するのに対

し、本判決における支配管理は特許発明に係る物の支配管理を指すことから、厳密に言えば両者の趣旨が異なる

という指摘について、八木・前掲注 254・438頁。 

297 髙部・前掲注 262・167頁、小栗・前掲注 264・408頁、服部・前掲注 278・470頁、緒方延泰「複数主体による侵

害（実施の概念）について」ジュリスト 1227 号（2002）参照。 

298 もっとも、道具理論より適用場面が広いというメリットがあると説明される（服部・前掲注 278・454頁注 1、松田・前

掲注 282・69頁注 16参照）。 
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の行為を停止させることができる立場などが提示された299。他方、このような考え方に関し

て、以下の問題点が指摘されている300。第一に、そもそもカラオケ法理自体が批判に晒され

ており、妥当な認定手法と十分な根拠を提示できるものではない。第二に、カラオケ法理が

提唱される特別な背景事情と事実関係301に鑑み、安易に同法理を特許法分野に援用すると、

一部しか実施していない者に対して直接侵害責任を負わせる可能性が高くなり、法的安定

性を害し、ひいては間接侵害制度やクレーム制度の存在意義を損ないかねない。 

（４）クレーム解釈による対応 

 JAddress サービス事件とナビゲーション装置事件は同じくクレーム解釈に関わるもので

あるが、それぞれにおける前提事実及び認定結果が異なる。前者は、クレーム解釈による対

応可能性を示唆したものと考えられる。すなわち、クレームに複数主体の行為が記載されて

いるにもかかわらず、裁判所は、クレームは実質的に単一主体の行為により充足され得るも

のと解釈し、当該単一主体に対して侵害責任を認めた。後者では、クレームは単一装置を想

定して書かれており、技術の進展により複数主体が関与するシステムの形でも同じ作用効

 
299 小栗・前掲注 264・408頁、服部・前掲注 278・470頁、緒方・前掲注 297・65頁。 

300 横山・前掲注 256・28-29頁、平嶋・前掲注 259・154-155頁、水谷・前掲注 262・114-115頁。 

301 つまり、間接侵害規定のない著作権法では、間接侵害類似の行為を直接侵害と規範的に評価する実務上の必

要性があるのに対し、特許法では第 101 条があるため、直接侵害と認定する必要性が乏しい。また、「カラオケ法理」

では、支分権該当行為に相当する物理的行為が事実上なされることが前提であって、法的評価として当該行為の

主体をシフトさせるに過ぎない。ところが、特許発明の実施に関与する複数主体は、いずれも一部の構成要件しか

行っていないため、そもそも「実施」に当たる行為がなく、実施行為について規範的評価をする前提を欠くということ

になる（平嶋・前掲注 261・32頁、水谷・前掲注 262・114頁参照）。 
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果が実現され得るものの、携帯端末を「車載」装置と解釈するには無理があることから、構

成要件を充足しないとして侵害を認めなかった。つまり、クレーム解釈に基づく対応に限界

があることを示した一例と考えられる。 

 ところが、JAddress サービス事件判決の採用したクレーム解釈手法について、大きな問

題を二重に含んでいるとの批判302がある。第一に、構成要件 Bないし Fに「アクセス」の備

えるべき各段階が方法発明の経時的要素として求められているところ、同判決は構成要件

を実行する手段がサービス主体により提供される段階をもって発明の実施が完結している

と解することにより、方法発明を経時的要素が含まれない物の発明に転化するという特許

の秩序に係る問題を生じさせていると説かれる。第二に、アクセスのサービスを提供するこ

とを実施と捉えると、新たな実施概念を創出することになり303、慎重な考慮が必要である304

と主張される。それに対して、同判決は一部のクレーム文言を柔軟に解釈して305、使用主体

 
302 齋藤・前掲注 284・14-15頁参照。 

303 同論者によれば、JAddress サービス事件判決とヤゲン付き眼鏡レンズ事件判決は、物の発明としてクレームさ

れているネットワーク利用発明について、システム全体をサービスのように供する行為を「使用」と拡張解釈するとい

う方向性を示唆したものである（齋藤・前掲注 284・15頁参照）。 

304 同判決は、複数主体の関与が予定されるネットワーク利用発明が方法発明としてクレームされた事案において、

サービス提供者の侵害責任を認めて実効的な保護を図るために、「…提供する方法」というクレーム記載を根拠とし

て救済的な解釈をしたものと理解されるが、それを一般化すると、方法の特許を物の特許に転化する危険性が生じ、

クレーム記載のあり方に大きな影響を及ぼしかねず、むしろ道具理論で処理すべきという指摘がある（齋藤・前掲注

284・15頁、岩坪・前掲注 256・122頁）。 

305 つまり、同判決には、発明が具体的に実施される局面に際して複数主体が介在し得ることと特許発明の実施主

体を評価することを峻別しようとする発想があり、その解釈手法は以下のように捉えられる。構成要件 B「前記クライ

アントにおいて記述子を提供する段階と、」を「前記クライアントにおいて記述子を提供され得る段階と、」のように実
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を認めたものに過ぎず、方法発明について経時的要素を奪ったような解釈をしたものと理

解するのは妥当ではなく、また、同判決だけをもって、裁判例がサービスを提供する行為自

体までもが「使用」に認められるという拡張解釈をとる方向にあると断言できないとの反論

がある306。 

（５）均等論の活用 

 少数説でありながら、均等論を適用して侵害を肯定する考え方がある307。同説によれば、

各主体が分担して特許発明を実施しても、他人の行為を含めた全体の行為を本質的部分に

関与した主体の行為と置き換えることにより、当該主体が自ら特許発明を実施したのと同

じ作用効果が生じ、かつ、関与を開始した時点において、特許発明に係る他の部分が他人に

より行われることを当該主体が容易に想到することができる場合には、直接侵害として差

止請求が可能である。この説に対し、特許発明の技術的範囲への属否を判断するための均等

論はそもそも発想や適用場面が異なるため、如何なる場合に誰に対して特許権侵害責任を

負わせるべきかという問題に対する妥当な判断を導けるものではないとの批判がなされて

いる308。 

 
質的に解釈することにより、アクセスの提供主体が実質的に構成要件 B についても行ったと暗黙的に認定している

（平嶋・前掲注 259・136頁参照）。 

306 平嶋・前掲注 259・137頁注 11。 

307 梶野・前掲注 258・69-70頁。 

308 富岡・前掲注 255・223頁、服部・前掲注 278・466頁。 
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（６）間接侵害の活用 

 最後に、電着画像形成方法事件を契機として、同事件のような事案における間接侵害の

成立の可能性が指摘されていたところ309、近時、間接侵害の活用が再び提唱されている310。

その理由として、中間生成物の供給を受けた者が残余の工程を実行する場合には、発明の技

術的価値が利用されることに変わりがなく、全工程の遂行に用いる物を供給する場合と同

じく特許権者の利益に影響を及ぼしていること、及び、間接侵害規定が明確に定められてい

るため、中間生成物に間接侵害の規律を許容しても予測可能性を害することにはならない

こと、が挙げられている。また、条文上、間接侵害規定に「侵害」という文言が使われてお

らず、学説上、間接侵害の成立に直接侵害の存在が必要とされるかについて、具体的事件に

応じて個別に決定すべきという通説的見解に至っていることに鑑み、間接侵害の活用に差

し支えないとする。同説の特徴は、第一に、間接侵害者は同時に、道具理論や共同直接侵害

論により直接侵害者とも評価され得ることを問題視せず311、第二に、間接侵害を構成する行

 
309 松尾・前掲注 266・201頁、井関・前掲注 269・51頁、嶋末和秀［判批］大場正成先生喜寿記念論文集刊行会編

『特許権侵害裁判の潮流』（発明協会、2002）267頁。 

310 茶園成樹「複数人が関与する実施による特許権侵害」中山信弘ほか編『ビジネスローの新しい流れ 知的財産

法と倒産法の最新動向』（青林書院、2020）420-422頁。 

311 つまり、直接侵害の存在が不必要と決定された場合、被疑侵害者に直接侵害責任を負わせるか、それとも、直

接侵害なき間接侵害責任を負担させるかは、特許権者の選択に委ねる（茶園・前掲注 310・421頁）。 
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為として規定されていないものの、方法の使用に用いられる物の「使用」を「譲渡」と同視

し得るものと捉え、間接侵害の適用余地を認めようとする312、という二点にある。 

３.２.２ 規制手法の全体像 

（１）各理論構成の適用場面 

 既述のように、裁判例と学説において様々な理論構成が検討されてきたが、いずれも未だ

定着する状況に至っていない。また、各理論構成はお互いに相容れないものではないと考え

られることから、議論の焦点は、如何に侵害紛争の場面に応じて、各理論を活用できるかと

いう点に移りつつある。 

 大まかに整理すると、以下の視点から各理論構成の適用場面が論じられている。第一に、

侵害主体の人数で整理する見解によれば、単独者に対しては道具理論又は支配管理論を用

いて、複数者に対しては共同直接侵害論により、権利を主張することになる313。第二に、発

明のカテゴリー及び実施の態様に応じて考えると314、方法発明の使用については、道具理論

か共同直接侵害論が適用され得るのに対し、物の発明の場合、生産については間接侵害が主

たる規制方法となり、補足的に道具理論が用いられる一方、使用については、道具理論と共

同直接侵害論の併用は主な規制手段となり、複数主体の関与が予定された場合に支配管理

論も働き得ると考えられる。 

 
312 そのような捉え方のメリットは、ネットワーク関連発明の場合、サイトを使用している運営者に対して間接侵害責

任を追及することが可能となることである（茶園・前掲注 310・422頁）。 

313 水谷・前掲注 262・124頁。 

314 八木・前掲注 254・439-440頁。 
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（２）二段階の判断枠組みに基づく新たな考察 

 学説における最近の動きとして、従来の理論構成から人的な関係と実施に対する物的な

寄与度という二つの判断基準を抽出して、それぞれの規律場面を検討するものがある315。同

見解は、ヤゲン付き眼鏡レンズ事件判決の二段階の判断枠組みを採用しつつ、侵害主体の認

定に関する詳細な手法を提示した。 

 まず、特許権侵害が成立するというためには、特許発明の実施が必要とされるが、それを

発明の技術的価値の利用の問題と捉えるならば、必ずしも常に単一主体により実行を要求

するものと解するべきではないと説かれる316。次に、侵害主体の判断について、誰の意思と

責任に基づいて特許発明の実施がなされたかを指針として、具体的な判断手法を以下のよ

うに設定した。第一に、主体間の人的な関係に着目する方法によれば、雇用や下請け等の人

的な支配関係、又は、各関与者が互いに相手方の行為を利用して実施行為を行う意思が存す

る共同実施関係が存する場合、支配側と関与者全員がそれぞれ侵害主体となると主張した。

第二に、実施に対する物的な寄与度との観点からみれば、他人の行為を介して発明が実施さ

れることを自ら意図し、その実現に向けて重大な物的寄与をなした者も、実質的な侵害主体

と認定すべきとした317。 

 
315 横山・前掲注 256・16頁-27頁。 

316 さらに、複数主体の関与により発明が実施されたと評価するためには、各主体の行為が、客観的関連性を有し、

全体として一個の実施行為と捉えることが可能であって、かつ、発明の性質上、複数主体が実行してもその目的を

達することができることが必要とされる（横山・前掲注 256・15頁）。 

317 各発明類型の実施行為ごとに物的寄与を認定する方法は下記のとおりである。すなわち、①方法の使用につ

いては、発明の本質的特徴に関わる構成要件の大半を実行する者、②物の生産については、発明の本質的な特
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 先述した各理論構成と比べ、同説の特徴として、第一に、ヤゲン付き眼鏡レンズ事件判決

の射程を超えて、方法発明に関しても二段階の判断枠組みを適用していること、第二に、人

的な関係に基づく認定手法は、道具理論と共同直接侵害論との併用による場合と同様の規

制効果を果たせること、第三に、実施に対する物的な寄与度に着目する判断基準は、道具理

論や支配管理論の適用場面が限られているとの問題を克服できること、が挙げられる。 

（３）差止対象アプローチ 

 学説の中では、侵害主体を規範的に認定するという方向に立つものが圧倒的に多いもの

の、かような手法に疑問を示す論者は318、特許権侵害の成立評価の問題と差止請求権の行使

対象の評価の問題を分けて考える差止対象アプローチを提示した。 

 このアプローチは、ヤゲン付き眼鏡レンズ事件判決の二段階の判断枠組みの延長線上に

位置付けられ、特許発明たる技術情報が現に利用されていれば特許権の実効的な保護を確

保すべきとの価値判断が共通するものの、その実現手法は、直接侵害を規範的に解釈した上

で特許権行使を認めるのではなく、単刀直入に差止請求権の行使を認めようとするもので

 
徴の大半を体現した物品を生産・販売等する者、③物の使用については、物が発明としての「作用効果」を発揮す

るために必要となる主要な「手段」を管理・支配し、それによって、自己の判断や裁量により、当該「作用効果」を発

揮させる者が、それぞれ、侵害主体に該当する（横山・前掲注 256・21-27頁）。 

318 具体的には、以下の懸念を示した。構成要件の全てを充足する「実施」行為があってはじめて侵害主体を規範

的に評価できるというべきであり、一部の構成要件しか充足せず、しかも間接侵害にも当たらない場合、そもそも規

範的評価を行う余地がない。あえて侵害主体を規範的に評価すると、クレームで特定された特許発明の一部につ

いても場当たり的な保護が許容されることになりかねず、発明の保護と利用の調和点として形成されてきたクレーム

制度の存在意義が失われてしまう（平嶋・前掲注 259・153-155 頁参照）。 
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ある。その発想は、以下のとおりである319。すなわち、侵害主体の規範的認定という手法の

実質的意義は、当該主体に対する差止請求権320の行使を可能ならしめる点にあると考えら

れるため、差止請求権の行使との問題を特許権侵害の成立との問題から切り離して考察す

ることができれば、侵害主体の規範的認定をしなくても済むことになる。そうすると、構成

要件の一部しか実施していない行為主体における直接侵害の成立という問題に過度にとら

われることなく、事実上の特許権侵害の状態を解消するために、差止対象として評価される

べき要件を考察する方向に議論を進めることが期される。 

 しかしながら、以下の問題点が残る。まず、特許権侵害に該当すれば、差止請求権の行使

以外に、第 102 条・第 103 条に基づいて損害賠償責任を負わせ又は刑事罰を可能ならしめ

るといった効果があるため、同アプローチではそのような役割が見逃されてしまう321。また、

特許法分野では、侵害の教唆者・幇助者に対する差止請求は認められないと一般的に解さ

れているため322、（間接侵害を含めた）特許権侵害行為と法的に評価されない行為を行って

いるに過ぎない者に対して、如何なる法的根拠で差止請求権を行使できるかという疑問が

 
319 平嶋・前掲注 259・155-158頁。 

320 損害賠償請求については、共同不法行為が成立すれば認められ得るため、直接侵害と評価する必要性は乏し

い（平嶋・前掲注 259・150頁）。 

321 愛知・前掲注 265・404頁。 

322 東京地判平成 16年 8 月 17 日判時 1873 号 153頁［切削オーバーレイ工法事件］など参照。 
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ある323。最後に、差止対象アプローチが採用できるのであれば、前述の各法的構成（とりわ

け道具理論と共同直接侵害）との関係を如何に捉えるべきかという問題が生じる324。 

３.３ 小括 

 関連裁判例を概観すると、早期においては、製造業に関する一般的な技術分野が背景とな

り、主に方法発明が問題となった。他方、後期の事案は多少ネットワーク通信技術に関連を

有し、方法発明に限らず、物の発明（とりわけシステムの発明）についても争いがあった。

また、問題となる発明の中では、複数主体の参加を予め想定したものもあれば、元々物理装

置として想定されているものの、技術の進展につれ、ユーザーとサーバーの組み合わせたシ

ステムの形で実現できるようになったものもある。そこで、裁判例が提示した解決策とし

て、関与者全員を共同直接侵害の主体と評価するものや、他人を道具として利用する単一主

体を侵害主体と規範的に認定する方法以外に、複数主体の関与は構成要件充足性の判断に

影響を及ぼさないとした上で、システムに対する支配管理をメルクマールとする手法が採

用されてきた。また、クレーム解釈で解決を図る余地も看過すべきではない。 

 諸々の学説において、道具理論及び人的支配管理論は、別の主体の行為を被疑侵害者が行

ったものとみなすことにより、全ての構成要件を充足しなければならないとのハードルを

 
323 平嶋・前掲注 258・158頁。 

324 それについて、併存関係にあるとの主張が見られる一方（松田・前掲注 277・67頁。ただし、ヤゲン付き眼鏡レン

ズ事件判決の二段階の判断枠組みと間接侵害・共同直接侵害・道具理論などの法的構成の関係を論じる文脈に

おいて。）、当該アプローチの発想自体は、共同直接侵害や道具理論と代替し得る一般性をもった理論たり得るよ

うに考えられることから、併用に慎重な立場も示されている（平嶋・前掲注 258・135頁脚注 10）。 
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クリアしようとする。そのような解釈を通じて、単一主体が構成要件を全て実施してはじめ

て特許権侵害となるという大原則を崩さないまま、他人の行為に対して責任をとらせるこ

とを正当化するための理由付けを見つけようとする発想と察せられる。他方、共同直接侵害

論又はヤゲン付き眼鏡レンズ事件判決で示された二段階の判断枠組みを援用する見解は、

上記の大原則を突破しようとする発想に基づくものと考えられる。また、物に対する支配管

理論は、侵害主体を規範的に認定するための考慮要素か実施概念に関する拡張解釈なのか、

見解が分かれているが、発明の技術的思想を利用したサービスの提供を「使用」として拡張

解釈する手法も解決策の一つとして傾聴すべきであろう。ただし、物の発明と方法発明が一

貫して峻別されてきた特許法の仕組みとの関係で、そのような拡張解釈は、方法発明を物の

発明に転化する恐れを伴うものか、なお検討を要する。最後に、従来の学説が、発明の実施

の結果を重視して直接侵害者を擬制的に認定するアプローチをとってきたところ、ネット

ワーク関連発明を念頭に、間接侵害の活用を新たに提唱する説は、異なるアプローチを提示

するものとして、注目に値する。 
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四 米国における状況 

１ 現行法制度 

１.１ 特許法 

 米国は、判例法主義をとるが、特許制度については連邦法としての制定法325が設けられて

いる。その第 271条（以下、本節において米国特許法の規定に言及する場合、原則として法

律名を省略する。）は、（a）から（h）までの規定において、直接侵害、間接侵害及び特許

権濫用（patent misuse）などについて定めている。第 271条（a）によれば、無許諾で特許

発明を米国内において生産、使用、販売、販売の申し出をし、又は米国内に輸入する行為は

直接侵害に当たる。被疑侵害者の心理状態を問わず、特許の存在を知らなかった場合でも責

任を追及され得るため、厳格責任を伴う侵害行為であると一般的に捉えられている326。なお、

 
325 35 U.S.C. (2018). 

326 See Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB, S.A., 563 U.S. 754, 761 n.2 (2011) (“Direct infringement has long been 

understood to require no more than the unauthorized use of a patented invention. [A] direct infringer's knowledge or 

intent is irrelevant.”); In re Seagate Tech., LLC, 497 E3d 1360, 1368 (Fed. Cir. 2007) (“[P]atent infringement is a strict 

liability offense.”). ただし、米国特許法第 287 条(a)は、特許権者が特許製品に特許に係る表示(marking)をしてい

ない場合、被疑侵害者に対して侵害に関する通告（notice)がなされるよりも前の侵害行為については、損害賠償を

求めることができない旨を定めている。すなわち、損害賠償請求は、特許製品における特許に係る表示又は侵害

の通告が要件となっている。そういう意味で、特許権の直接侵害は純粋な厳格責任とは言えないという指摘がある。

See Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, Strict Liability and Its Alternatives in Patent Law, 17 Berkeley Tech. L.J. 799, 

821 (2002). また、厳格責任とのラベルを特許権侵害から切り離すべきとの主張について、see Lynda J. Oswald, The 

Strict Liability of Direct Patent Infringement, 19 Vand. J. Ent. & Tech. L. 993, 1021–25 (2017). 
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いわゆる“all elements rule”が判例上確立されており327、特許のクレームに記載された

全ての構成要素（element）が実施されてはじめて直接侵害が成立する。 

 他方、直接侵害以外でも、侵害責任を負わせるべき場合が存するため、判例は、間接侵害

の類型についても侵害を認めていた。そして第 271条（b）及び（c）は、間接侵害の判例法

理を成文化しており、具体的には、積極的に直接侵害を誘発する行為と特許発明の重要な部

分を販売等する行為につき、それぞれ、誘引侵害（inducement of infringement）と寄与侵

害(contributory infringement)と定めている。間接侵害の成立には、主観的態様の立証が

必要であり328、また、直接侵害の存在がその前提と解されている329。 

 特許権侵害の救済措置について、第 281 条によれば民事的救済が可能となる。具体的に

は、コモンロー上の救済として不法行為に基づく損害賠償が認められるほか（第 284条）、

エクイティ上の救済として差止命令があり得る（第 283条）330。 

 
327 See Wamer-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 29 (1997); Rowell v. Lindsay, 113 U.S. 97, 102 

(1885). See also Canton Bio-Med., Inc. v. Integrated Liner Techs., Inc., 216 F.3d 1367, 1370 (Fed. Cir. 2000) 

(“Infringement of process inventions is subject to the ‘all-elements rule’ whereby each of the claimed steps of a patented 

process must be performed in an infringing process, literally or by an equivalent of that step ....”). 

328 See Global-Tech v. SEB, id. at 760; BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1381 (2007). 

329 See Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961); Novartis Pharm. Corp. v. Eon Labs 

Mfg., Inc., 363 E3d 1306, 1308 (Fed. Cir. 2004). 

330 米国では、不法行為法による救済は損害賠償が原則であるとされてきた。コモンロー上の救済である損害賠償

を認めただけでは回復し難い損害（irreparable harm）が生じるような場合に限って、差止命令はエクイティ裁判所に

より許容される。eBay 事件では、永久的差止命令の許否に関して、エクイティ裁判所が適用している伝統的な四要

素テストは特許法に基づく紛争にも適用されると判示された。See eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 

391 (2006) (“According to well-established principles of equity, a plaintiff seeking a permanent injunction must satisfy 
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 しかしながら、後述のように、米国における特許権侵害の問題は、歴史的にコモンローと

しての不法行為法に淵源を有し、その影響は制定法にも及んでいる。とりわけ、共同不法行

為原則（theory of joint tortfeasance）との関係で、上記条項の捉え方について従来から

払拭できない疑問があり、それがやがて複数主体が特許発明を分担して実施する場合に直

接侵害又は間接侵害責任が問われ得るかという問題にも繋がる。かような米国特有の問題

意識を理解するための背景知識として、節を改めて関連する不法行為法の基本理論を確認

する。 

１.２ 不法行為法 

 米国における“Tort”とは、契約及び契約に準ずる義務を除外したところの義務違反で

あって、損害賠償訴訟を構成し得るものをいう331。米国不法行為法の特徴は、州ごとに独立

して異なる法になっており、原則として判例法を基礎とする点にある。また、各州が異なる

制定法を定めることもあるが、全米的に判例法の集大成として編纂された『リステイトメン

ト（Restatement）』は、不法行為法の全国的な傾向を理解するための参考としての意義を

有する。 

 
a four-factor test before a court may grant such relief. ... These familiar principles apply with equal force to disputes 

arising under the Patent Act.”). 

331 W. Page Keeton et al., Prosser and Keeton on Torts § 1 (5th ed. 1984). 
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 共同不法行為（joint tort）又は共同不法行為者（joint tortfeasors）の意味について

は、裁判所によって理解が異なり、明確な定義がないという指摘がある332。ただし、本来は

協働行為（concert of action）に関連するものとして捉えられていたと言われる333。『リ

ステイトメント（第二次）不法行為法』334は、共通の目的で行動し不法行為の実行と完成に

相当程度助力することと定義している335。第 876節（a）と第 876節（b）によれば、他人と

協力して不法行為を行った場合（共同謀議（conspiracy）336）、又は、他人の行為が法的義

務に違反することを知りながら、実質的な幇助を与えたり推奨したりすることにより当該

行為を行わせた場合（幇助・教唆（aiding and abetting）337）は、被害者の被った損害全

体について連帯責任（joint and several liability）を課されることになる。 

 
332 See William L. Prosser, Joint Torts and Several Liability, 25 Calif. L. Rev. 413, 413 (1937); Robert A. Leflar, 

Contribution and Indemnity Between Tortfeasors, 81 U. Pa. L. Rev. 130, 131 n.9 (1932-1933). 

333 See Keeton et al., supra note 331, § 52. 

334 Restatement (Second) of Torts § 876 (1979) (“For harm resulting to a third person from the tortious conduct of 

another, one is subject to liability if he (a) does a tortious act in concert with the other or pursuant to a common design 

with him, or (b) knows that the other's conduct constitutes a breach of duty and gives substantial assistance or 

encouragement to the other so to conduct himself, or (c) gives substantial assistance to the other in accomplishing a 

tortious result and his own conduct, separately considered, constitutes a breach of duty to the third person.”). 

335 楪博行『アメリカ民事法入門』（勁草書房、2013）187頁。 

336 共同謀議が成立するには合意が必要とされるが、かかる合意は黙示的なものでもよいと言われる。Id. § 876 cmt. 

a (“Parties are acting in concert when they act in accordance with an agreement to cooperate in a particular line of 

conduct or to accomplish a particular result. The agreement need not be expressed in words and may be implied and 

understood to exist from the conduct itself.”). 

337 幇助・教唆の成立要件について、以下の説明を参照。Nathan Isaac Combs, Note, Civil Aiding and Abetting 

Liability, 58 Vand. L. Rev. 241, 256 (2005) (“In sum, the Restatement provides the following basic requirements for 
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 米国不法行為法上、複数の被告が連帯責任を負担するもう一つの例は、代位責任

（vicarious liability）が認められる場合である338。この考え方の基礎は、コモンロー上

の使用者責任（respondeat superior）339である。使用者責任は、使用者がどんなに注意し

ていても責任を問われるという無過失責任の性格をもつため、使用者に過重なリスクをか

ける恐れがある。それゆえ、使用者責任の成立範囲は以下のような制限がかけられる。すな

わち、まず、雇用関係にある被用者の行った不法行為は雇用の範囲内（within the scope 

of employment）でなされなければならない340。また、独立契約者（independent contractor）

 
civil aiding and abetting liability: (1) that a tortious act be committed by the primary tortfeasor; (2) that the defendant 

know that the primary tortfeasor's conduct constitutes a breach of some duty; (3) that the defendant provide substantial 

assistance or encouragement to the breach of that duty; and (4) that the defendant's assistance or encouragement 

constitute a proximate cause of the resulting tort or torts.”). 

338 本論文で挙げたもののほか、特許権侵害の問題に関わり得る不法行為理論の紹介について、Charles W. 

Adams, Indirect Infringement from a Tort Law Perspective, 42 U. Rich. L. Rev. 635, 638–44 (2008)を参照。また、複

数の被告に連帯責任を追及するための不法行為理論に関する全般的な説明について、Prosser, supra note 332, at 

431–441参照。 

339 Restatement (Second) of Agency § 219(1) (1958) (“A master is subject to liability for the torts of his servants 

committed while acting in the scope of their employment.”). 

340 雇用の範囲は以下の四つの要素によって決められる。すなわち、①雇用の内容、②不法行為の性質、③被用

者の行為の目的、及び、④損害発生の時間と場所である。Id. § 228. 
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341の不法行為について、使用者は責任を負わないのが原則であるが、例外的に依頼者が連帯

責任を追及され得る場合もある342。 

２ 間接侵害 

 米国では、従来から、特許による排他権は財産権（property）の一種と捉えられており、

それを侵害する者は不法行為者と解されてきた343。1952 年の法改正前には、米国特許法に

おいて特許権侵害に関する明文規定がないものの、判例上、コモンローの不法行為理論が適

用された結果、直接侵害と寄与侵害344という二つの侵害類型に分けられた。後者は、共同不

 
341 依頼者の要求に応じて、依頼者の指図を受けずに自分のやり方と責任で仕事を遂行してそれを完成させる者と

解される。See Restatement (Second) of Torts § 409 cmt. b (1965). 

342 Id. § 409 (“Except as stated in §§ 410–429, the employer of an independent contractor is not liable for physical 

harm caused to another by an act or omission of the contractor or his servants.”). 

343 See Thomsons Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co., 80 F. 712, 721 (6th Cir. 1897) (“An infringement of a patent 

is a tort analogous to trespass or trespass on the case.”); Dowagiac Mfg. Co. v. Minn. Moline Plow Co., 235 U.S. 641, 

648 (1915) (“[T]he exclusive right conferred by the patent was property and the infringement was a tortious taking of 

that property.”); Leesona Corp. v. Cotwool Mfg. Corp., 201 F. Supp. 472, 474 (W.D. S. Car. 1962) (“Infringement, 

direct or contributory, is a tort, an invasion of a right of the patentee.”) (citations omitted). See also Lynda J. Oswald, 

Simplifying Multiactor Patent Infringement Cases through Proper Application of Common Law Doctrine, 51 Am. Bus. 

L.J. 1, 13–14 (2014) (“At its most fundamental level, a patent is a property interest of the patent holder, infringement 

of the patent is a tortious taking of that property, and patent infringers are tortfeasors.”); James G. Dilmore, Actual 

Knowledge of Direct Infringement is Required for Induced Infringement: Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 

50 Duq. L. Rev. 659, 668 (2012) (noting that “[b]efore passage of the Patent Act, patent infringement existed as a 

judicially created tort.”). 

344 当時の判例にいう寄与侵害は現行米国特許法第 271 条（c）より広い概念であり、第 271 条（b）の誘引侵害も含

むものである。以下、成文法前の判例における間接侵害理論を「寄与侵害法理」と呼ぶ。 
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法行為原則を基に、特許発明に係る製品を販売等していなくても十分な有責性

（culpability）が認められる者に対して侵害責任を負わせるものである345。その後、第 271

条の新設をもって、特許権侵害は、コモンロー上の不法行為から制定法に画定される不法行

為（statutorily-defined tort）に転じられた。そのような位置付けの変化が特許権侵害を

認定する際における不法行為理論の適用にどのような影響を及ぼし得るかを検討するため

に、本節では、まず、寄与侵害法理の発展を追うとともに、間接侵害規定の立法経緯346と趣

旨を説明する。その後、成文化以降の判例を概観することにより、間接侵害規定に関する共

通理解を紹介する。最後に、コモンロー上の不法行為理論の観点から、現行間接侵害規定を

評価する。 

２.１ 立法経緯 

 第 271条が設けられた理由は、特許権侵害の問題を専ら司法に委ねた結果、160 年間にわ

たって、裁判所が特許制度の基本原則から二度も逸脱したからであると言われる347。かかる

 
345 Hewlett Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464, 1469 (Fed. Cir. 1990) (citing Henry v. A.B. Dick Co., 

224 U.S. 1, 33–34 (1912); Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co., 80 F. 712, 721 (6th Cir. 1897)). 

346 米国における間接侵害規定の導入経緯を日本語で紹介するものとして、鈴木將文「米国特許法 271 条の立法

経緯と『共同侵害』に関する米国の判例動向」日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告第 22 号『複数人が関

与する知的財産権侵害について』（2008）を参照。 

347 Giles S. Rich, Infringement under Section 271 of the Patent Act of 1952, 14 Fed. Cir. B.J. 117, 117 (2004) (reprinted 

from The Journal of the Patent Office Society, July 1953, Volume XXXV, No. 7, 476–500). 
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逸脱は、衝突関係にある寄与侵害法理とパテント・ミスユース法理が、順次に登場し、それ

ぞれが不当に拡張したことに関係する。 

２.１.１ 寄与侵害法理 

（１）発端――Wallace事件 

 寄与侵害法理に関する最初の事案は 1871 年の Wallace事件348と言われる349。問題となっ

た特許発明は主に装置（apparatus）に関するものであった。また、判例上、クレーム中に

記載されている構成要素の一部でも欠くと、特許権侵害が成立しないという厳格な法則が

確立されていたため350、それを奇貨とする者は自ら特許装置を組み立てずに、その部品の販

売を企み始めた。以上は寄与侵害法理が登場する時代背景である351。 

  ア）事案の概要 

 本件発明は、バーナーとガラス製チムニーの組合せからなるオイルランプであって、その

特徴はバーナー部分にある。被告らは、本件発明におけるバーナー部分のみを生産・販売し

ており、同バーナーはチムニーを取り付けてランプを構成する以外に用途がないものであ

る。特許権侵害の主張について、被告らは、本件発明は組合せに関するものであって、その

一部を生産・販売する行為は侵害にならないと争った。 

 
348 Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74 (C.C.D. Conn. 1871)． 

349 Rich, supra note 347; Charles W. Adams, A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement, 22 Santa 

Clara High Tech. L.J. 369, 371 (2006). 

350 Prouty v. Ruggles, 16 Pet. 41 U.S. 336, 341 (1842). 

351 See Nathaniel Grow, Resolving the Divided Patent Infringement Dilemma, 50 U. Mich. J.L. Reform 1, 8 (2016). 
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  イ）判旨 

 被告らの主張に対して、裁判所は、部品を販売等する業者を侵害者と解さないと、直接侵

害行為を行った個々の購入者に対する権利行使の困難性に鑑み、特許権者は実際に救済を

得られなくなると指摘した352。また、被告らの主張が依拠する判例法理は妥当であると認め

ながらも、本件において、被告らがそれにより侵害責任を免れるという結論に納得できない

とした353。その際、協働行為理論を持ち出して、以下のように論じた。 

 「彼ら[被告ら]が、特許を取得したランプの改良発明に係る現実の生産又はそれに伴う販

売・使用を予見しながら、また、第三者との実際の協働（actual concert）において、彼ら

と第三者それぞれが、バーナーとチムニーを生産することに合意し、かつ、現実に協力して

バーナーとチムニーを生産・販売した場合…彼らは本件特許の共同侵害者（joint 

infringers）とみなされなければならない。」354 

 
352 Wallace v. Holmes, supra note 348, at 80 (“[T]he complainants would be driven to the task of searching out the 

individual purchasers for use who actually place the chimney on the burner and use it—a consequence which, 

considering the small value of each separate lamp, and the trouble and expense of prosecution, would make the 

complainants helpless and remediless.”). 

353 その前に、被告らはバーナーが適法用途を有しないことを認識しつつ販売を行っており、しかも、チムニーの付

けられたバーナーを店頭に展示することにより、本件発明の違法使用を唆しているという事実認定をした。 

354 Id. at 80 (“If, in actual concert with a third party, with a view to the actual production of the patented improvement 

in lamps, and the sale and use thereof, they consented to manufacture the burner, and such other party to make the 

chimney, and, in such concert, they actually make and sell the burner, and he the chimney, ... they must be deemed to 

be joint infringers of the complainants' patent.”). 
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 すなわち、特許発明を侵害する共通の目的(common purpose)をもって、実際に協働行為を

通じて侵害結果を出した場合、行為者全員が不法行為者になると判示した。結論として、本

件では、チムニーの提供に関する事前の打ち合わせといった事情が窺われないものの、バー

ナーに適法用途がないこと、及び、被告らはバーナーが違法用途に使用されることを認識し

て販売を行ったことを考慮して、本件における実際の協働は当然に推認されるとして、被告

による侵害行為を肯定した355。 

  ウ）Wallace判決の意義 

 本判決の意義について、以下の二点を指摘することができる。第一に、寄与侵害法理を確

立すべき理由を明らかにしたことである356。つまり、特許権者としては直接侵害者に対する

権利行使が困難である一方、被疑侵害者としては直接侵害に当たらない形で容易に特許発

明から利得を獲得できる場合、特許権を保護する必要があるという理由である。第二に、寄

与侵害との文言を使っていないものの、本判決は、最初に寄与侵害法理の枠組みを確立した

ものと評価される357。また、本判決は、協働行為理論に依拠しており、実際の協働は被疑侵

 
355 Id. at 80 (“Here, the actual concert with others is a certain inference from the nature of the case, and the distinct 

efforts of the defendants to bring the burner in question into use, which can only be done by adding the chimney.”). 

 具体的に、バーナーの販売を行う度に、購入者との間でチムニーを取り付けることに関する合意が認められると認

定した。Id. at 80 (“[E]very sale they make is a proposal to the purchaser to do this, and his purchase is a consent with 

the defendants that he will do it, or cause it to be done. The defendants are, therefore, active parties to the whole 

infringement, consenting and acting to that end, manufacturing and selling for that purpose.”). 

356 Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176, 188 (1980). 

357 Id. at 180; Rich, supra note 347, at 121; Adams, supra note 349, at 372. 
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害製品の適法用途の有無に着目して推認され得るとも示唆しているが358、果たして誰との

間における実際の協働を認めたかという点について、本判決の読み方が異なる。すなわち、

各部品の製造業者が協働して直接的に侵害行為を行ったことから、直接責任（direct 

liability）を負担させたという理解359、及び、バーナーの製造業者が購入者による侵害行

為を幇助することから、二次的責任（secondary liability）が認められたという理解360が

あり得る。このように、侵害責任の根拠について理解が分かれ得ることは、コモンローの共

同不法行為原則に基づく寄与侵害法理が、もともと、他者による侵害行為につき二次的責任

を負担させる場合のみならず、他者との協働行為につき直接侵害責任を追及する場合にも

適用され得ることを示唆していると考えられる361。 

 
358 Adams, supra note 349, at 372 (“[T]he court decided that the defendants must have intended to cause infringement 

because the component that the defendants manufactured and sold had no use except to infringe the patent.”). 

359 Saxe v. Hammond, 21 F. Cas. 593, 594 (C.C. D. Mass. 1875) (“The gist of the decision in that case [Wallace v. 

Holmes] was, that the actual concert of the makers of the different elements in the combination, was a certain inference 

from the facts in that case ....”). 

360 Dawson v. Rohm, supra note 356, at 188 (“Yet the court held that there had been ‘palpable interference’ with the 

patentee's legal rights, because purchasers would be certain to complete the combination, and hence the infringement, 

by adding the glass chimney.”). 

361 See, e.g., Reza Dokhanchy, Note, Cooperative Infringement/ I Get by (Infringement Laws) with a Little Help from 

My Friends, 26 Berkeley Tech. L.J. 135, 142 (2011) (“When there is an actual agreement to divide the steps, as in the 

arms-length infringement scenario ... the logic used in Wallace is particularly applicable.”). 



 
138 

（２）寄与侵害法理の定着 

 その後、Wallace判決が多くの裁判所により引用され、寄与侵害法理が定着するようにな

った。しかしながら、Wallace事件以降の判例は、寄与侵害法理につき、二次的責任を認め

るものと捉えていた362。 

  ア）Wallace判決の射程とその捉え方 

 Wallace判決では、被疑侵害物は侵害用途しか有しないものであったが、適法用途も有す

る部品の販売が問題となった下級審判決において、Wallace判決の適用が否定され、寄与侵

害法理により侵害責任を認めるには、直接侵害の存在及び意図の証明が必要であることが

明らかにされた。 

① Saxe事件 

 1875年の Saxe事件363では、本件発明は、楽器の添付物に関するものであって、それが特

定の位置に設置されることより、連続した震え音を発生させることができる。被告はファン

 
362 See Dmitry Karshtedt, Causal Responsibility and Patent Infringement, 70 Vand. L. Rev. 565, 581 (2017) (“The 

language in Wallace might arguably be read either as setting forth an action for direct infringement where the two 

manufacturers (of the burner and the chimney) are acting as joint tortfeasors, or of derivative infringement based on 

the burner manufacturer's assistance of a user's infringement. Nonetheless, the case has been cited mainly for the latter 

proposition.”) (citations omitted); Louis Robertson, Rational Limits of Contributory Infringement, 33 J. Pat. Off. Soc'y 

857, 858 n.3 (1951) (“The first case on contributory infringement, Wallace v. Holmes, Fed. Cases 17100, treated it as 

a joint tort. Later extensions, departing further from the ‘concert of action’ theory, are more analogous to contributing 

to a tort.”). 

363 Saxe v. Hammond, 21 F. Cas. 593 (C.C. D. Mass. 1875). 
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を生産し、オルガンなどの楽器製造者に対して販売を行ったが、ファン自体は新規性を有し

ない。 

 裁判所は、本件発明に対する侵害の有無は、楽器における被告製品の位置に左右されるほ

か、楽器製造者がライセンスを受けているかどうかにも関わっており、本件では、被告が無

許諾の製造者に対して販売を行ったことが証明されていないと指摘した。次に、Wallace判

決の趣旨を、以下のように説明した上で、本件では、同様の事実関係が見つからず、また、

被告を侵害に関連付けるに足りる何らの証拠もないとして、非侵害と結論付けた。 

 「その事件[Wallace判決の事案]では、組合せを構成する異なる部品の製造業者らによる

実際の協働行為は、事実関係から疑いの余地なく推認できるとされ、かつ、それら部品は他

の一つの部品を取り付けなければ用途を果たせないものではあったが、それらの部品を発

明全体を構成する組合せに利用しようとする被告ら各自の行動が立証されたと裁判所に判

断された。」364（下線は筆者による。） 

 本判決の意義について、まず、楽器製造者がライセンスを受けているか否かが問題視され

ていることから、直接侵害の立証を重視する立場が窺われる365。また、「特許を受けた組合

せ（patented combination）の一要素を生産する行為は、侵害を幇助する目的及び意図

 
364 Id. at 594 (“[T]he actual concert of the makers of the different elements in the combination, was a certain inference 

from the facts in that case, and the distinct efforts of the defendants, to bring into use those elements of the combination 

which comprised the whole invention, although they could not be used without adding one other element, were found 

to be proved.”). 

365 Adams, supra note 349, at 373. 
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（intent）で当該生産がなされたと証明できる場合を除き、その行為のみをもって特許権侵

害となることはない」366と付言したこともあり、意図を要件としたものと解される367。 

  ②Snyder事件 

 1886年の Snyder事件368においては、被疑侵害製品が組合せの発明の一要素として用いら

れ得るという理由だけで寄与侵害法理を支持するのは危険過ぎると判示され369、Wallace判

決の適用が再び拒否された。本件は、“contributory infringement”の文言を最初に使っ

たものと言われる370。しかしながら、裁判所は、購入者との関係に着目して Wallace判決を

以下のように解した。すなわち、「被告らは、バーナーを生産・販売しており、チムニーの

提供を購入者に任せた。かかるチムニーがなければ、バーナーは無用なものであった。バー

ナーは特許権を侵害する以外に用いられることができず、被告らもそれを知っていた。かよ

うな用途と認識がゆえに、被告らは責任を負わされた。」371 

 
366 Id. at 594 (“[T] he mere manufacture of a separate element of a patented combination, unless such manufacture be 

proved to have been conducted for the purpose, and with the intent of aiding infringement, is not, in and of itself, 

infringement.”). 

367 Rich, supra note 357, at 121. 

368 Snyder v. Bunnell, 29 F. 47 (C.C.S.D.N.Y. 1886). 本件発明は、盗難防止のための電磁装置に関するものであ

る。被告が「自動ドロップ（automatic drop）」という部品を販売しており、当該被告製品は適法用途を有し、それが侵

害用途に使用されたことの証拠もなかった。 

369 Id. at 48. 
370 Rich, supra note 357, at 121; Adams, supra note 349, at 372 n.8. 
371 Id. at 48 (“The defendants manufactured and sold the burner, leaving the purchaser to supply the chimney, without 

which the burner was useless. The burner could not be used without infringing the patent. All this the defendants knew. 

It was because of this use and this knowledge that they were held liable.”). 
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  ③Thomson-Houston事件 

 その後、1897 年の Thomson-Houston事件372でも、Wallace判決の趣旨について、侵害意図

を有する部品の生産・販売者は、組合せを実際に完成する者と同様に、侵害責任が認められ

るという説明がなされた373。さらに、協働行為理論を転用する際に、早期の判決では「共通

の目的(common purpose)」374や「共謀（conspire）」375が言及されたのに対し、本判決は「幇

助・教唆（aiding and abetting）」という文言を用いた376。つまり、寄与侵害法理を二次

的責任の観点から解する立場が示された377。 

 また、本件では非侵害用途を有しない製品が問題となるため、Wallace 判決に照らして、

侵害意図を推認することができるとされた。他方、適法用途を有する製品について、それが

 
372 Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co., 80 F. 712 (6th Cir. 1897). 

373 Id. at 721. 

374 Wallace v. Holmes, supra note 348, at 80. 

375 Millner v. Schofield, 17 F. Cas. 392, 393 (W.D. Va. 1881). 

376 Id. at 721. 

377 同判決がしばしば先例として引用されることに鑑み、二次的責任を生じさせるものという捉え方が一般的である

と言えよう。See, e.g., Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754, 764 (2011) (“[I]nduced infringement 

was not considered a separate theory of indirect liability in the pre-1952 case law. Rather, it was treated as evidence of 

‘contributory infringement’, that is, the aiding and abetting of direct infringement by another party.”); Hewlett Packard 

Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464, 1469 (Fed. Cir. 1990) (“[Contributory infringement] liability was under a 

theory of joint tortfeasance, wherein one who intentionally caused, or aided and abetted, the commission of a tort by 

another ....”).  
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実際に特許を受けた組合せに用いられ又は用いられ得るというだけでは推認が認められず、

被告が侵害を引き起こす意図が確実に証明される必要があるとも判示された378。 

  イ）寄与侵害法理の基本的な考え方 

 このように、寄与侵害法理の枠組みと適用要件が次第に明瞭になった。被疑侵害者の意図

を重視する寄与侵害法理が適用された事案は、二つのグループに分けられる。早期の事案で

は、適法用途がない製品に関して、かかる意図は推定できるとして、侵害責任を負わせたも

のが多い379。他方、適法用途を有する製品であっても、意図が証明される場合、侵害責任を

認めたケースもある380。もっとも、認識（knowledge）だけをもって寄与侵害を認めた判例

381も存するため、主観的要件の基準が明確性を欠くと指摘されている382。 

しかしながら、寄与侵害法理を適用するには、特許を受けた組合せに使用する意図をもっ

て部品を販売するだけでは足りず、それ以上の何らかを必要とするということは、ごく初期

の頃から気づかれていたという指摘もある383。例えば、1881 年の Millner 事件384では、特

 
378 Id. at 723. 
379 See Adams, supra note 349, at 375. 
380 例えば、Westinghouse Electric & Mfg. Co. v. Precise Mfg. Corp., 11 F.2d 209 (2d Cir. 1926)では、非侵害用途を

有する部品が特許発明に使用できることを宣伝したり、組み立て方法を説明書で示したり等の事情を踏まえて、侵

害を惹起する意図が認められ、寄与侵害が成立すると判断された。 

381 Baldwin Rubber Co. v. Paine & Williams Co., 99 F.2d 1, 5 (6th Cir. 1938); Elevator Appliance Co. v. Brooks, 101 

F.2d 703, 704 (2d Cir. 1939). 

382 See Adams, supra note 349, at 375. 

383 See Rich, supra note 357, at 121. 

384 Millner v. Schofield, 17 F. Cas. 392 (W.D. Va. 1881). 
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許発明は炉、熱気送管、バルブ及び水皿からなるタバコ乾燥用ヒーターであって、被告は本

件発明に使用されることを意図しつつ、鉄板、曲管などを生産・販売した。裁判所は、被告

製品が非常に広範な用途を有するものであって、かかる製品の生産・販売を特許権者に独占

させると、商取引を著しく妨げてしまうと述べて385、侵害不成立と判断した。すなわち、特

許発明によって新たに創出された汎用品（staple goods）の市場までを特許権者に独占させ

てよいかという問題意識が看取される。 

最後に、1909 年の Leeds & Catlin事件386では、連邦最高裁が初めて寄与侵害法理を用い

て侵害責任を認めた。本件発明であるレコード・プレーヤーについて、被告製品であるレコ

ード盤は、針と協同して発明の技術的効果を生じさせており、発明を特徴付ける部分を構成

すると判断された387。つまり、レコード盤は本件発明の中核であって、Wallace事件のバー

ナーに近い性質を有するものと考えられ388、本判決は寄与侵害の典型例として評価されて

いる389。 

 
385 Id. at 393 (“They are articles in very general use for numerous valuable purposes other than in the Millner tobacco-

curer. It would be too violent an interference with trade and the rights of merchants and manufacturers, to confine the 

right of making and selling such articles to the plaintiff and his agents ....”). 

386 Leeds & Catlin v. Victor Talking Machine Co., 213 U.S. 325 (1909). 

387 Id. at 335 (“The function it [patented combination] performs is the result of the joint action of the disc 

and the stylus. The disc ... is the distinction of the invention, constituting, by its laterally undulating line of 

even depth and the effect thereof, the advance upon the prior art.”). 

388 See Adams, supra note 349, at 375. 

389 See Rich, supra note 357, at 123. 
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（３）寄与侵害法理の拡張 

 前述のように、寄与侵害法理が判例上確立されたものの、同法理に基づき汎用品の市場に

まで独占を許容すべきかという問題が残った。また、特許を受けた組合せの一部を構成せ

ず、単なる発明の実施のために使用される材料に対して特許権が主張される事案も現れ、

1896 年の Button-Fastener 事件390において、そのような主張が是認されたことを受けて、

特許権者側では、寄与侵害法理と抱き合わせ契約（tying arrangement）を併用することに

より391、特許権の効力を拡張しようとする動きが広がった392。 

 1912 年に至って、抱き合わせ販売を支持する最高裁判決が登場した。A.B. Dick事件393で

は、特許権者が、本件発明である複写機を販売するとき、紙、インクなどの消耗品を自社か

 
390 Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co., 77 F. 288 (6th Cir. 1896). 

本件では、特許権者は、特許発明である靴へのボタン取り付け装置を販売するに当たって、ファスナーを自分か

ら購入することを求めた。また、ファスナー自体は特許されておらず、装置の一構成部分でもない。特許権者は、被

告がかかる制限条件を認識しつつ、当該特許製品のみに使用されるファスナーなどを販売していることを理由に、

寄与侵害で訴えた。裁判所は、特許権者が特許発明の利用に対する排他権を有し、発明の実施の態様について

条件を付すことは公共政策に反せず、不当な取引制限でもないとして、かかる制限に反する行為は直接侵害に当

たると判断した上で、寄与侵害の成立を肯定した。 

391 具体的に、特許製品の販売に際して、当該製品に使われる消耗品や取替品を自分から購入すると条件付けて

おり、競争者に対して寄与侵害法理で権利侵害を主張することにより、消耗品や取替品の市場を独占しようとする

ビジネス手法がとられた。 

392 そのような指摘について、Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 515 (1917) 参

照。また、抱き合わせ販売が支持された事案として、Rupp & Wittenfeld Co. v. Elliott, 131 F. 730 (6th Cir. 1904); 

Victor Talking Mach. Co. v. The Fair, 123 F. 424 (7th Cir. 1903)など参照。 

393 Henry v. A. B. Dick, 224 U.S. 1 (1912). 
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ら購入すると条件付けた。連邦最高裁は、直接侵害の認定について、ライセンス契約394に付

された条件は有効であって、それに反する行為は特許権を侵害すると判断した395。寄与侵害

の成否に関して、被疑侵害者がライセンス条件を知りながら、複写機に用いられることを想

定してインクなどを販売したことから、侵害意図を認めて、寄与侵害の成立を肯定した396。 

 A.B. Dick事件において、寄与侵害法理がその発展のクライマックスに達したと言われる

397。二年後、クレイトン法398の制定により、抱き合わせを禁じる規定399が設けられた。1917

年の Motion Picture事件400において、連邦最高裁は、特許権の効力範囲はクレームにより

 
394 当時の判例では、黙示的許諾論(implied license doctrine)に基づいて消尽論が解された。すなわち、特許権者

等による特許製品の無条件販売(unconditional sale)に起因して、購入者が当該製品の使用等に関する黙示的ライ

センスを得ることになる。他方、販売後の行為に係る制限（post-sale restriction）が付された場合、かかる制限の有効

性や制限の違反が特許権侵害になるかという問題があった。See Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 

(Fed. Cir. 1992). 

 なお、Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., 137 S. Ct. 1523 (2017)では、最高裁は、黙示的許

諾論を否定しつつ、譲渡制限を禁ずるコモンロー原則に基づいて、最初の譲渡がなされた以上特許権の行使は制

限されるべきとして、販売後の行為に係る制限により特許権を留保することができないと判決した。 

395 Henry v. A. B. Dick, supra note 393, at 24–32. 

396 Id. at 48–49. 

397 See Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176, 190 (1980). 

398 The Clayton Antitrust Act of 1914. 

399 15 U.S.C. § 14 (2018) (“It shall be unlawful ... to lease or make a sale or contract for sale of goods, ... whether 

patented or unpatented, ... on the condition ... that the lessee or purchaser thereof shall not use or deal in the goods ... 

of a competitor ..., where the effect of such ... condition ... may be to substantially lessen competition or tend to create 

a monopoly in any line of commerce.”). 

400 Motion Pictures Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co. 243 U.S. 502 (1917). 
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限定されるという原則を強調し、特許発明の使用に用いられる材料に対してまで独占を認

めるべきではないとして、かような独占的効果をもたらす条件は公共政策に反し、無効であ

ると判示し、明言で A.B. Dick判決を覆した。それをもって、実施制限の付された場合にま

で寄与侵害法理の適用を認めた拡張期が終了した。 

２.１.２ パテント・ミスユース法理 

 それ以降、判例が徐々に寄与侵害法理の適用を制限する方向に傾いた。最初に、特許権の

範囲を超えて排他権を拡張しようとする行為に対抗するために、パテント・ミスユースの抗

弁が許容され始めた。その後、パテント・ミスユース法理は、抱き合わせ販売の伴わない場

合にも拡張されたのみならず、やがて典型的な寄与侵害の事案にまで認められ、寄与侵害法

理を凌ぐようになった。 

（１）パテント・ミスユース法理の起源――Carbice事件 

 パテント・ミスユース法理に関する最初の事案は 1931 年の Carbice事件401である402
。本

件発明は、移動式冷蔵装置であって、装置の中央位置にあるコンテナにドライアイスを入れ

ることにより、優れた冷蔵効果を果たせる。当時、ドライアイスは既に公知物であった。ド

 
 本件事案は、以下のとおりである。映写機の特許権者である Motion Picture が、ライセンシーを通じて映写機の

生産・販売をしており、映写機のプレートでは関係映画会社のフィルムの上映のみに当該機器が使用可能という条

件が付された。フィルムは、特許製品の構成部分ではなく、関連特許権の保護期間が満了していた。被告

Universal Filmが、フィルムを生産し、当該映写機の購入者に販売したため、Motion Pictureが訴えた。 

401 Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp., 283 U.S. 27 (1931). 

402 See Rich, supra note 357, at 122; Adams, supra note 349, at 379. 
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ライアイス生産・販売する原告は、顧客に対して本件特許装置に自社のドライアイスのみを

使用することを要求しており、自社の顧客にドライアイスを販売する被告を寄与侵害で訴

えた。 

 連邦最高裁は、Motion Picture判決で強調された、特許権による独占は発明そのものに

限って認められるという基本原則に依拠して、特許の対象でない物品（以下「非特許物」

（unpatented material）という。）に対する独占は特許権の範囲を超えるものであって、

許容すべきではないとして、救済は否定されると判断した403。すなわち、被告による侵害の

有無を論じることなく、原告の請求原因（請求を根拠付ける主張の内容）に着目しており、

また、特許権を非特許物に拡張的に行使しようとしていることを理由に救済を否定したこ

とで、パテント・ミスユースの抗弁を作り出したと解される404。ただし、本件は汎用品が問

題となる事案であって、典型的な寄与侵害の場面とは言えない。もう一つ注意すべきところ

は、連邦最高裁は、Leeds & Catlin判決を「通常の寄与侵害事件」として認めており405、

寄与侵害法理の原則を承認していたと考えられる点である406。 

 
403 Id. at 33–34. 

404 See Rich, supra note 357, at 120; Adams, supra note 349, at 380. 

405 Id. at 34. 

406 See Rich, supra note 357, at 122–23; Adams, supra note 349, at 380. 



 
148 

（２）パテント・ミスユース法理の拡張――Mercoid事件 

 Carbice判決が多くの判例407で踏襲されることにより、パテント・ミスユース法理は定着

した。その後、Mercoid事件408に至って、連邦最高裁が、パテント・ミスユース法理は常に

寄与侵害法理に優先することを宣告した。すなわち、 

 「Carbice判例法理と、直接侵害あるいは寄与侵害に関する伝統的な法則が衝突する場合、

前者が優先すべきである。本判決は、その先例とともに、寄与侵害法理を実質的に制限する

ことになる。〔寄与侵害法理に〕何が残され得るかについて、本裁判所が立ち止まって検討

する必要はない。」409 

 
407 例えば、Leitch Mfg. Co. v. Barber Co., 302 U.S. 458 (1938)では、特許権者が抱き合わせ契約や実施制限を用

いていないにもかかわらず、パテント・ミスユース抗弁が肯定された。非特許物に対する独占を獲得するための手段

として特許を使うことは許されないと判示された。また、Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942)で

は、連邦最高裁は、Carbice 判例法理の適用はクレイトン法やその他の独占禁止法に対する違反の有無により左右

されるものではないと述べ、ミスユースに言及し、その根拠がクリーハンドの原則にあると説明した。さらに、B. B. 

Chemical Co. v. Ellis, 314 U.S. 495 (1942)では、パテント・ミスユース法理は、被告が積極的に侵害を教唆した場合

にも認められると判示された。 

408 Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661 (1944). 

 事案は次のとおりである。本件発明は、家庭用暖房システムに係るものであって、ストーカ、サーモスタット及びス

イッチからなる。特許権者等は、スイッチを生産・販売しており、その購入者に限ってシステムの使用許諾が与えら

れると宣伝した。当該スイッチは、非侵害用途をもたない部品である。本件システムに使われるスイッチを生産・販

売したMercoidが寄与侵害で訴えられたところ、パテント・ミスユースの抗弁をなした。 

409 Id. at 669 (“Where there is a collision between the principle of the Carbice case and the conventional rules governing 

either direct or contributory infringement, the former prevails. The result of this decision, together with those which 

have preceded it, is to limit substantially the doctrine of contributory infringement. What residuum may be left we need 

not stop to consider.”). 
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 本件では、被告製品が汎用品ではなく、適用用途を有しないものであって、本件発明の重

要な部品でもある。それにもかかわらず、連邦最高裁は、発明の中核（heart of the 

invention）や先行技術に対する進歩(advance in the art)をなす部分であっても、非特許

物に対する独占は許されないという結論が変わりはないと判示した410。また、寄与侵害の典

型例とされる Leeds & Catlin事件を挙げて、その判例法理がパテント・ミスユース抗弁に

劣ることを明言したことから、寄与侵害法理の適用余地がかなり狭められてしまい、寄与侵

害法理の終焉を告げたも同然であると考えられる411。同日に下された Mercoid II判決412で

も、同様の立場が示されており413、この二つの最高裁判決は、1952 年の間接侵害規定の立

法の出発点となった。 

 
410 Id. at 667. 

411 See Rich, supra note 357, at 126–27; Adams, supra note 349, at 382. 

412 Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co., 320 U.S. 680 (1944). 

413 Id. at 684 (“However worthy it may be, however essential to the patent, an unpatented part of a combination patent 

is no more entitled to monopolistic protection than any other unpatented device.”). 
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２.１.３ 1952 年法改正 

 Mercoid判決の影響により、実務上混乱が生じてしまったことから414、寄与侵害法理を少

しでも復帰させる意図の下で、議会に対して三回にわたって立法提案がなされた415。立法時

の報告書416及び主要な立法起草者の説明417によれば、第 271条（a）から（d）までの立法趣

旨は、以下のとおりである。 

 第 271条（a）は、現行法上特許権侵害とされる行為を明らかにしている。また、権利付

与規定により一定の排他的権利が設けられており、かかる権利に抵触する行為を行うと侵

害が成立するため、同項は必要不可欠なものではない。 

 第 271条（b）から（d）までは、約 80 年の判例法の発展により確立された寄与侵害法理

に関わる。特許製品の中核を構成する物を他人に供給するとともに、当該製品を完成させる

ための明示の又は黙示的な指示を与える者が、特許発明から利益を獲得しているのは明ら

かであって、かかる行為を止めるために寄与侵害法理が用いられてきた。しかし、同法理の

 
414 See Dawson v. Rohm, supra note 397, at 199. 

 具体的には、まず、両判決の射程について、下級裁判所の理解にばらつきがあり、非特許物について寄与侵害

の訴訟を提起するだけで、パテント・ミスユースになると解する判決も存した（see Lincoln Electric Co. v. Linde Air 

Products Co., 171 F.2d 223 (6th Cir. 1948); Stroco Products, Inc. v. Mullenbach, 67 USPQ 168 (SD Cal. 1944)）。ま

た、特許権者側にとって、寄与侵害の成否やライセンス契約の有効性等の問題について予測することが困難となっ

た。 

415 See generally Dawson v. Rohm, supra note 397, at 200–13. 

416 S. REP. No. 82-1979, at 8 (1952); H.R. Rep. No. 82-1923, at 9 (1952). 

417 Rich, supra note 357, at 127–32. 
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適用範囲について、過去数年間の判例決定により相当の疑義と混乱がもたらされた。寄与侵

害法理の明文化を図り、上記のような疑問を払拭する必要がある。 

 第 271条（b）と（c）は、間接侵害に関する二つの行為類型を挙げている。前者は侵害を

幇助又は教唆する者が侵害者になることを広く定めているのに対し、後者は寄与侵害が生

じる通常の場面を規定している。両者の主な違いは、第 271条（b）に関して、意図を含め

て積極的な誘引行為の存在を証明する必要があるという点にある。他方、第 271条（c）に

関して、条文に掲げられた要件418を満たせば、意図等の証明は不要である。また、汎用品を

販売するだけでは、侵害責任を生じさせることにはならない。単なる販売に止まらない場

合、侵害の有無は第 271条の目的に沿って判断されなければならない。すなわち、特許発明

の盗用により利得を得ようとする者に対する特許権者の適切な保護につき、とりわけ直接

侵害者に対する権利行使が実効を得られない場合に、それを確保する必要がある。 

 第 271条（d）は、現行法上許される行為を行うだけではパテント・ミスユースに問責さ

れないことを定め、Mercoid事件の両判決を立法で覆すものである。それをもって、第 271

 
418 Rich, supra note 357, at 129 (“The required proof under paragraph (c) must cover at least 4, possibly 5, points: 

1. That the thing sold is a component of a patented machine, etc. or a material etc. for use in a patented process; 

2. That it (the thing sold) constitutes a material part of the invention—i.e., of what was invented; 

3. That it is especially made or especially adapted for use in an infringement and the vendor knows that; 

4. That it is not a staple article; 

5. That it is not a commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use.”). 
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条（b）と（c）に基づいて救済が与えられる特許権者は、パテント・ミスユース法理から免

責されることが明らかになった。 

２.２ 間接侵害規定をめぐる判例の動向 

 このように、特許権侵害の処理が、制定法に根拠付けられるようになった。制定法におけ

る不法行為としての特許権侵害がどのように捉えられてきたかを理解するために、本節で

は、間接侵害規定（第 271条（b）と第 271条（c））に関する主要な判例を概観し、各条文

の構成要件に関する判例上の通説的な理解を確認する。 

２.２.１ 第 271条（b）の関連判例 

 第 271条（b）419は極めて簡単な規定ぶりになっており、「特許権侵害を積極的に誘引す

る」場合に広く使われる。誘引の行為態様について、判例では、ライセンスを通じて指示を

与えたり、侵害品を設計したり、侵害用途について説明又は広告宣伝を行う等の事情が考慮

された420。また、誘引侵害を認めるためには、直接侵害の存在が前提とされるほか、主観的

要件として行為者の意図が要求されてきた421。これまでの判例は、主に主観的要件を中心に

議論してきた。 

 
419 35 U.S.C. § 271(b) (2018) (“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”). 

420 5 Donald S. Chisum, Chisum on Patents § 17.04 (2020). 

421 Janice M. Mueller, Patent Law § 9 (5th ed. 2016). 
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 初期には、主観的要件の内容に関し見解が対立した。Hewlett-Packard判決422では、「侵

害を構成する行為を惹起することについての現実の意図」と解されている。一方、Manville 

判決423は、「他人の特許権侵害を促すことについての特別の意図」と解し、「自己の行為が

現実の侵害を惹起することについて知っていた又は知るべきであった」ことが必要である

と述べた。2006 年の DSU 事件424では、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）が大法廷判決を下し

て、Manville 判決の基準を支持した。さらに、「特許権に関する認識」は当然に主観的要

件に含まれる425とも判示しており、認識の内容を明らかにしたものの、認識の程度について

「現実の認識又は擬制的認識」という従来の判断基準を維持した426。 

 しかし、2011 年の Global-Tech 事件427において、連邦最高裁は主観的要件の認定につい

て厳格な姿勢を示した。主観的要件の内容に関しては、DSU判決と一致して、誘引された行

 
422 Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464, 1469 (Fed. Cir. 1990) (“[P]roof of actual intent to 

cause the acts which constitute the infringement is a necessary prerequisite to finding active inducement.”). 

423 Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc., 917 F.2d 544, 553 (Fed. Cir. 1990) (“It must be established that 

the defendant possessed specific intent to encourage another's infringement .... The plaintiff has the burden of showing 

that the alleged infringer's actions induced infringing acts and that he knew or should have known his actions would 

induce actual infringements.”). 

424 DSU Medical Corp. v. JMS Co., Ltd., 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006). 

425 Id. at 1304 (“The requirement that the alleged infringer knew or should have known his actions would induce actual 

infringement necessarily includes the requirement that he or she knew of the patent.”). 

426 Id. at 1311 (“[W]e do not set forth a new standard here as to what satisfies the ‘knowledge of the patent’ requirement 

in cases brought under 35 U.S.C. § 271(b). See, e.g., Insituform Techs., Inc. v. Cat Contr. Inc., 161 F.3d 688, 695 (Fed. 

Cir. 1998) (analyzing section 271(b) liability under both actual and constructive knowledge standards).”). 

427 Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754 (2011). 
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為が特許権侵害を構成することについての認識と捉えた。他方、認識の判断基準について、

DSU 判決の示した擬制的認識と原審判決 428にいう「意図的な無関心（deliberate 

indifference）」のいずれも否定し、「故意の認識回避（willful blindness）」基準を採

用した。よって、被告がある事実が存在する高い蓋然性を主観的に信じており、かつ、当該

事実を知ることを避けるために意図的な行動をとった場合、主観的要件は充足されること

になる429。 

 2015年に、特許の有効性に関する被疑誘引侵害者の認識が問題とされた Commil事件430で

は、連邦最高裁は、侵害と有効性とは異なる問題であるとして、特許の無効を善意で信じて

いたことは、誘引の意図を否定する抗弁にならないと判示した431。 

２.２.２ 第 271条（c）の関連判例 

 第 271条（c）432の寄与侵害については、条文から以下の成立要件が抽出される。つまり、

①特許された機械、製造物、組立物若しくは組成物の構成要素、又はプロセスの実施に使用

 
428 SEB S.A. v. Montgomery Ward & Co., Inc., 594 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2010). 

429 Id. at 769. 

430 Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc., 135 S. Ct. 1920 (2015). 

431 Id. at 1928. 

432 35 U.S.C. § 271(c) (2018) (“Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United 

States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for 

use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially 

made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce 

suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.”). 
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される材料若しくは装置が、その発明の重要な部分であること（「重要な部分」）、②上記

構成要素、材料又は装置は、実質的に非侵害の使用に適した汎用品又は一般的市販品ではな

いこと（「非汎用品要件」）、③上記構成要素、材料又は装置が特許の侵害に使用するため

に特別に作られ、又は採用されたものであることを知っていること（「主観的要件」）、及

び、④米国において、上記プロセス、材料又は装置の販売の申し出若しくは販売、又は米国

への輸入を行ったこと（「行為要件」）、である。 

 初期において、連邦最高裁が二つの Aro判決において、第 271条（c）の基本的な考え方

を確立した。両事件では、コンバーチブル車の折り畳み式ほろ構造に関する特許発明につい

て、ほろ構造に使われる交換用のほろ布を生産・販売する行為が寄与侵害となるかが争点と

された。AroⅠ判決433では、連邦最高裁は、直接侵害がなければ寄与侵害は生じないという

基本原則を確認した上で、コンバーチブル車の所有者によるほろ布の交換行為が直接侵害

に当たるかを寄与侵害認定の前提問題とした434。また、AroⅡ判決435では、寄与侵害の主観

 
 和訳は、今泉俊克「米国特許の寄与侵害における『実質的に非侵害の使用』の解釈」知財管理 66 巻 11 号（2016）

1397頁を参照しつつ、筆者が手を加えた。 

433 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961). 

434 Id. at 341–42. 

 最終的に、交換行為は適法な修理に当たり直接侵害を構成しないと判断されたため、控訴審の寄与侵害の判断

が覆され、本件は地裁に差し戻された。 

435 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964). 

 本件では、ライセンスを受けていない Ford 社の販売したコンバーチブル車について、消尽論との関係では黙示

的ライセンスが与えられていないとして、所有者が「修理」を行っても直接侵害になると判断された。 
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的要件について判示がなされ、特許権及び侵害事実の存在に対する認識が必要とされた436。

同判示は第 271条（b）における意図の捉え方にも影響を及ぼした437。 

 その後、「非汎用品要件」が寄与侵害に関する核心的な問題とされ438、多くの判例が蓄積

された。判例は、被告製品のどの部分に着目して判断すべきか（判断対象の認定）、及び、

実質的な非侵害用途の解釈という二つの論点をめぐって展開した439。前者について、Hodosh

判決440が、「実際に販売されるもの」を判断対象としたものの441、Ricoh判決442は、侵害に

のみ用いられるコンポーネントを、別個の付加的な、分離可能な機能を有する製品に組み込

むだけで、寄与侵害責任を逃れられるのは許すべきではないとして443、製品自体ではなく、

 
436 Id. at 488 (“[§] 271(c) does require a showing that the alleged contributory infringer knew that the combination for 

which his component was especially designed was both patented and infringing.”). 

437 See Global-Tech. v. SEB, supra note 427, at 763. 

438 See Mueller, supra note 421, at 709. 

 また、「重要な部分」に言及した判例が僅かであり、他の要件を満たせば同要件が充足されることになるという指摘

がある（see Chisum, supra note 420, § 17.03）。 

439 今泉・前掲注 432・1400-1407頁。 

440 Hodosh v. Block Drug Co., Inc., 833 F.2d 1575 (Fed. Cir. 1987). 

441 Id. at 1578 (“Section 271(c) requires examination of the patented method only in determining whether the material 

the accused actually sells constitutes a material part of the invention and is known by the accused to be especially made 

or adapted for use in infringing the patent.”). 

442 Ricoh Co., Ltd. v. Quanta Computer Inc., 550 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2008). 

443 Id. at 1337 (“It thus follows that Quanta should not be permitted to escape liability as a contributory infringer 

merely by embedding that microcontroller in a larger product with some additional, separable feature before importing 

and selling it.”). 
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コンポーネントに着目して判断すべきという立場を示した。後者について、i4i Ltd.判決444

では、非侵害の使用が「実質的」であるか否かを判断する際、使用頻度、利用の実用性、発

明の意図する目的、対象となるマーケット等を考慮することができると判示された445。 

２.３ 共同不法行為原則と間接侵害規定 

 既述のように、寄与侵害法理の形成ひいては間接侵害規定の制定は、コモンロー上の不法

行為理論（とりわけ共同不法行為原則）に依るところが大きい。しかしながら、Wallace判

決以降、寄与侵害法理の捉え方が二次的責任の方向に傾いてきたことに鑑み、両者の適用範

囲と効果が必ずしも一致するとは言えない。以下では、共同不法行為原則と間接侵害規定と

が規律し得る侵害場面、及びそれらが生じさせ得る侵害責任を、比較する。 

 共同不法行為原則に照らすと、複数者が特許権侵害に関与する場合、他人による直接侵害

行為を幇助・教唆する者に二次的責任が認められるのはもとより、単独で侵害行為を行った

者が存しなくても、複数者の行為が合わせて特許権者に同一の損害を与えた場合、全員が連

帯して侵害責任を負うことがあり得る。根拠として、前述した共同謀議のほか、『リステイ

トメント（第二次）不法行為法』第 875節446も挙げられる447。 

 
444 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831 (Fed. Cir. 2010). 

445 Id. at 851 (“In assessing whether an asserted noninfringing use was “substantial,” the jury was allowed to consider 

not only the use's frequency, but also the use's practicality, the invention's intended purpose, and the intended market.”) 

(citation omitted). 

446 Restatement (Second) of Torts § 875 (1979) (“Each of two or more persons whose tortious conduct is a legal cause 

of a single and indivisible harm to the injured party is subject to liability to the injured party for the entire harm.”). 

447 See Grow, supra note 351, at 10. 
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 1952 年に新設された間接侵害規定は、他人による直接侵害行為を誘引し又は発明の重要

な部分を提供する行為を侵害態様として想定しており、さらに、主観的要件として意図や認

識を重視することから、幇助・教唆に関する不法行為理論と整合性を有すると考えられる448。

また、直接侵害の存在を前提とするため、二次的責任を負わせるという点においても、幇

助・教唆に関する不法行為理論と一致する。 

 表１に示すように、共同謀議等の共同不法行為原則により、単独で直接侵害を行った不法

行為者がいなくても侵害責任が生じ得る場面が、1952 年の制定法では欠落していることが

分かる。もっとも、装置に関する特許権発明の場合、最後の部品を取り付けた者が必然的に

直接侵害責任を負うため、二次的責任だけを定めても侵害の認定に差し支えはない449。とこ

ろが、技術の推進につれ、方法発明が複数主体により分担して実施され、直接侵害者がいな

い事態が多発するようになった。その対応策を模索するに当たって、寄与侵害法理が制定法

に取り入れられた以上、裁判所が特許権侵害を認定する際に、明文化されていないコモンロ

ーの共同不法行為原則を適用することができるか、という問題が生じた。以上は、米国にお

ける複数人侵害の理論構成を理解するための前提事情である。 

 
448 See Charles Adams, Indirect Infringement from a Tort Law Perspective, 42 U. Rich. L. Rev. 635, 656 (2008) (noting 

that “[s]ection 271(b) is analogous to the provision for inducing infringement in Restatement (Second) of Torts section 

877(a), and § 271(c) is analogous to the provision for aider and abettor liability in section 876(b).” while recognizing 

that Section 877(a) overlaps with section 876(b) in the foregoing text.). 

449 See Grow, supra note 351, at 11. 
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複数者が特許権侵

害に関与する場面 

共同不法行為原則に

基づく特許権侵害 

共同謀議等 直接責任 

幇助・教唆 二次的責任 

間接侵害規定 
誘引侵害 二次的責任 

寄与侵害 二次的責任 

表 1 

２.４ 小括 

 米国では、寄与侵害法理を認めるべきという価値判断について、しばしば以下の理由が挙

げられる450。第一に、散在する直接侵害行為を見つけるには膨大なコストがかかる一方、個

々の直接侵害から取得できる損害賠償額が微少にとどまるから、直接侵害者に対する権利

行使が現実上困難である。第二に、直接侵害に用いられる部品などを生産・販売する業者は、

不当に特許発明から利益を獲得しており、その行為を止めることができれば、損害発生の防

止や損害の補填について確実かつ効率的な救済が得られるため、権利行使を認めるべきで

ある。 

 1952 年の間接侵害規定の成文化前に、寄与侵害法理は、コモンローの共同不法行為原則

に基づいて発展してきた。そのため、直接侵害行為の存在が要求されるほか、主観的要件と

して意図が重視された。ただし、被告製品が非侵害用途を有しない場合、判例上、意図の存

在を推定することができるとされた。 

 
450 Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74, 80 (C.C.D. Conn. 1871); Charles E. Miller, Some Views on the Law of Patent 

Infringement by Inducement, 53 J. Pat. Off. Soc'y 86, 91 (1971). 
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 また、寄与侵害法理の拡張が抱き合わせ販売の横行に繋がり、その対抗手段としてパテン

ト・ミスユース法理が創出された。その後、パテント・ミスユース法理を優先すべきとした

Mercoid判決を受けて、寄与侵害法理の適用が著しく制限されてしまった。かかる判例上の

混乱を解決するために、制定法を通じて、間接侵害規定を設ける一方、パテント・ミスユー

ス法理の適用対象外となることを明文化することにより、寄与侵害法理の機能を復帰させ

ることが目指された。 

３ 複数人侵害 

 米国において、複数主体が特許権侵害に関与する場面に、コモンローの不法行為理論が適

用されたことは、上記のように、寄与侵害法理の発展を促し、最終的には間接侵害規定の成

文化に繋がった。さらに、もう一つの成果は、共同侵害（joint infringement）法理の発展

である。同法理は、方法発明を念頭に置くものである451。すなわち、複数主体が方法発明を

分担して実行する場合、一部の工程しか行っていない主体に侵害責任を追及するために適

用される。共同侵害は、直接侵害の一種類であり、共同侵害者が特許発明の構成要件の一部

を実施していることを必要とする点や、直接侵害行為を成立前提としない点において間接

 
451 方法発明に着目する理由は、以下のように説明される。See Akamai Technologies, Inc v. Limelight Networks, Inc., 

786 F.3d 899, 910 (Fed. Cir. 2015) (“Cases discussing apparatus (as opposed to method) claims are not helpful because 

whoever combines the last element of an apparatus necessarily, individually, ‘makes’ the invention. Thus, in the case 

of an apparatus claim, there is always a single entity directly infringing the patent. By contrast, because a process is 

nothing more than the sequence of actions of which it is comprised, the use of a process necessarily involves doing or 

performing each of the steps recited.”). 



 
161 

侵害と区別される452。また、「分割侵害（divided infringement）」として論じられること

もよくあり、二つの概念は通常、互換的に使われている453。後述する BMC事件以降、共同侵

害をめぐる判例法理が著しく変遷してきた。本節では、関連判例の流れを振り返った後、方

法発明と物の発明（とりわけシステムの発明）が峻別される事案を紹介する。 

 
452 Dokhanchy, supra note 361, at 143. 

 また、本章２.１.１で紹介したように、かつては間接侵害者が“joint infringer”と呼ばれることもある。しかし、当時で

は共同侵害の文言が寄与侵害法理の文脈で論じられており、現在の意味とは異なると指摘される。See Stephen W. 

Moore, A Last Step Rule for Direct Infringement of Process Claims, 61 Clev. St. L. Rev. 827, 839 n.100 (2013); 

Dokhanchy, supra note 361, at 142. 

453 See BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1379 (Fed. Cir. 2007). See also Damon Gupta, 

Virtually Uninfringeable: Valid Patents Lacking Protection under the Single Entity Rule, 94 J. Pat. Off. Soc'y 61, 64 

(2012); Dolly Wu, Joint Infringement and Internet Software Patents: An Uncertain Future, 91 J. Pat. & Trademark 

Off. Soc'y 439, 440 n.2 (2009). 

 ただし、二つの概念を分けて使う例も見られる。例えば、“divided infringement”を複数主体が方法発明を分担し

て実施することより侵害責任を免れる問題と指し、かかる問題を解決するための判例法理を“joint infringement”と呼

ぶものとして、see Brett M. Jackson, Bridging the (Liability) Gap/ The Shift toward Sec. 271(b) Inducement in Akamai 

Represents a Partial Solution to Dividend Infringement, 54 B.C. L. Rev. 2127, 2136 (2013); Moore, supra note 452, 

at 839. （本論文は、この使い方に従う。） 

なお、複数人による特許権侵害（multiactor patent infringement）に関する判例法理が混乱する原因は、裁判所が

二つの概念を区別せずに用いているからであるという指摘について、see Oswald, supra note 343, at 60–63. 
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３.１ 分割侵害 

３.１.１ BMC事件前 

 インターネット技術が発達する前に、方法発明の分担実施はあまり実際的ではなく、分割

侵害の事件は少なかったものの、以下の理論構成が発展した454。すなわち、地方裁判所では、

「代理理論（Agency Theory）」及び「一定の関連性（Some Connection）」という二つのア

プローチが提示され、いずれも被疑侵害者間における人的な関係を重視するものであった

455。そして、BMC判決が下される直前の、On Demand事件では、CAFCが、共同侵害の認定に

ついて前記二つの理論よりも一層拡張的な捉え方に賛成した456。 

（１）代理理論（Agency Theory） 

 代理理論は、特許権侵害を一種の不法行為と捉えた上で、コモンロー上の代位責任原則、

とりわけ使用者責任の考え方を特許権侵害の場合に適用したものである457。同理論に従え

 
454 See Nathaniel Grow, Joint Patent Infringement Following Akamai, 51 Am. Bus. Law J. 71, 82 (2013). 

455 See Oswald, supra note 343, at 26; Michael Liu Su, A Rock and a Hard Place: Choosing between Sec. 271(A) and 

(B) for Divided Infringement in Akamai, 28 Berkeley Tech. L.J. 609, 617 (2013). 

456 BMC 判決が下される前に、On Demand 事件のほか、CAFCは分割侵害に関連又は類似する事案を幾つか取

り扱った。例えば、Pellegrini v. Analog Devices, Inc., 375 F.3d 1113 (Fed. Cir. 2004)では、代理理論を支持しつつ、

域外適用が認められないとした。それ以外の事案でも、共同侵害法理を直接的に提示していなかったものの、直接

侵害の認定に謙抑的な立場を示した。See Fromson v. Advance Offset Plate, Inc., 720 F.2d 1565, 1568 (Fed. Cir. 

1983); Int'l Rectifier Corp. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 361 F.3d 1355, 1357 (Fed. Cir. 2004); Cross Med. Prods., 

Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 424 F.3d 1293, 1311 (Fed. Cir. 2004). 

457 See Sriranga Veeraraghavan, Comment, Joint Infringement of Patent Claims/ Advice for Patentees, 23 Santa Clara 

High Tech. L.J. 211, 214 (2006); Long Truong, Note and Comment, After BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P./ 

Conspiratorial Infringement as a Means of Holding Joint Infringers Liable, 103 Nw. U. L. Rev. 1897, 1902 (2009). 
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ば、代理人の行為が本人の行ったものと評価される結果、本人において各工程を実行する行

為が集約（aggregate）されるという効果が生じ、直接侵害を認定することができる458。 

 早くも 1944 年の Crowell事件459において代理理論の考え方が示された。物の発明に関す

る事案であるが、「ある者が特許権を侵害する目的で代理人を雇い、又は、自己のために独

立契約者に侵害物品を生産させれば、当該者が特許権を侵害しているのは明らかである」460

と判示された。その後、方法発明が問題となった 1970 年の Metal Film事件461では、被疑侵

害者が最初の工程を第三者に実行させ、残りの工程を自ら行った事案について、裁判所は

Crowell判決を引用して、直接侵害を肯定した462。 

 代理関係がコントロール又は指揮監督権の有無を重視するように463、代理理論を適用す

る裁判所は、他の主体に対する管理（control）の程度に着目した464。他方、代理概念を拡

 
458  See Joshua P. Larsen, Liability for Divided Performance of Process Claims after BMC Resources, Inc. v. 

Paymentech, L.P., 19 DePaul J. Art Tech. & Intell. Prop. L. 41, 52 (2008). 

459 Crowell v. Baker Oil Tools, Inc.,143 F.2d 1003 (9th Cir. 1944). 本件では、被疑侵害製品の大量生産を企画し、

訴外第三者に必要な材料の備蓄を依頼した Crowell が、特許有効性に関する確認訴訟を求めたところ、地裁は、

Crowell が生産するための設備や職員を有せず、製造者ではないとして、請求を却下した。控訴審では、当事者に

おける現実的な紛争（actual controversy）の有無が争点となった。 

460 Id. at 1004 (“It is obvious that one may infringe a patent if he employ [sic] an agent for that purpose or have [sic] 

the offending articles manufactured for him by an independent contractor.”). 

461 Metal Film Co. v. Metlon Corp., 316 F.Supp. 96 (S.D.N.Y. 1970). 

462 Id. at 110 n.12. 

463 See Restatement (Second) of Agency § 2 (1958). 

464 See Mobil Oil Corp. v. Fitrol Corp., 501 F.2d 282, 291–92 (9th Cir. 1974) (“We question whether a method claim 

can be infringed when two separate entities perform different operations and neither has control of the other's 

activities.”). 



 
164 

張的に捉えて直接侵害を肯定する判例も見られる。例えば、W.R. Grace事件465では、触媒

の準備に関する方法発明について、被告が最後の加熱工程以外の工程を行って触媒を生産・

販売し、触媒の購入者がそれを使用する際に最後の工程を実施した。通常、販売者が購入者

の行為をコントロールしているとは言えず、代理関係が成立しないはずである。それにもか

かわらず、裁判所は、「被告は、実際に、侵害工程が購入者により迅速かつ完全に行われる

ことを知りながら、侵害工程を完成するために各購入者をその代理人にした」466と判決した。

販売者が残りの工程が購入者により実行されることを認識していることを重視して代理理

論を適用したものと評価される467。 

 
465 Mobil Oil Corp. v. W.R. Grace & Co., 367 F. Supp. 207 (D. Conn. 1973). 

466 Id. at 253 (“[D]efendant, in effect, made each of its customers its agent in completing the infringement step, 

knowing full well that the infringement step would in fact be promptly and fully completed by those customers.”). 

467 See Dokhanchy, supra note 361, at 145; Veeraraghavan, supra note 457, at 217–18. 

 しかしながら、物の生産が伴う方法発明について、一部の工程を実行して関連製品を販売することが常に直接侵

害になるというわけではない。E.I. DuPont de Nemours & Co. v. Monsanto Co., 903 F. Supp. 680 (D. Del. 1995)では、

直接侵害者とされるべき行為者について判断が示された。本件発明は、汚れ難いもの絨毯の繊維を生産する方法

であって、Monsanto 社が最初の工程だけを実施して製品の販売を行い、訴外 CaMac 社が当該製品を用いて残り

の工程を実行した。裁判所は、「特許方法における一つの工程を実行してそこから得た製品を直接侵害者に販売

する者が直接侵害者としての責任を負うということは、［Crowell 判決等の］先例のいずれにも判示されていない」 と

述べ、方法の実施を完結した CaMac 社について直接侵害を認めるべきとした。それを前提に、Monsanto 社による

誘引侵害責任を肯定した。本判決を受けて、単なる特許方法の一工程を実行して製品を販売した者、と、製品を購

入して残りの方法工程を完成した者が区別されるようになったと指摘される。 See Kristin E. Gerdelman, Comment, 

Subsequent Performance of Process Steps by Different Entities: Time to Close Another Loophole in U.S. Patent Law, 

53 Emory L.J. 1987, 2007 (2004). 
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（２）一定の関連性（Some Connection）基準 

 コモンロー原則に根拠付けられる代理理論は、長い歴史を有し、裁判所に受け入れられや

すいものの、その適用範囲が限られている。それに対して、20 世紀末に登場した一定の関

連性（Some Connection）基準は、各行為主体における関連（contact）の程度に着目して、

代理理論より緩やかに直接侵害を認定することができる468。 

 その発端は、1999 年の Faroudj 事件469に遡る。本件方法発明は、フィルムのこまをテレ

ビ信号に転換し、かかる信号の質を改善するものであって、四つの工程からなる。被告製品

の購入者がそれを用いて信号転換工程以外の工程を実行した。被告による間接侵害の成立

の前提として、特許権者は、購入者がテレビ信号に転換されたフィルムを借り又は購入し

て、それとともに被告製品を使用しているから、直接侵害に当たると主張したが、採用され

なかった。裁判所は、「確かに、幾つかの地方裁判所は、特許発明の各工程が異なる主体に

より行われた場合でも、一定の主体に対して直接侵害の責任を負わせてきた。ただし、これ

らの事案では、異なる主体の間における一定の関連性により、その判断を正当化することが

できる」470と示し、購入者と映画会社における著作権のライセンスはフィルムの転換と無関

係なものであって、それだけでは直接侵害を認めるに足りないと結論付けた。 

 
468 Veeraraghavan, supra note 457, at 213, 233. 

469 Faroudja Labs., Inc. v. Dwin Elecs., Inc., No. 97-20010 SW, 1999 WL 111788 (N.D. Cal. Feb. 24, 1999). 

470 Id. at *5 (“It is true that several district courts have found a party liable for direct infringement of a process patent 

even where the various steps included in the patent are performed by distinct entities. However, these cases indicate 

that some connection between the different entities justified that finding.”). 
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 同基準の充足が初めて肯定された Cordis事件471では、間接侵害の成否を論じる文脈にお

いて、裁判所は、「方法クレームの直接侵害という前提行為を構成するためには、単一主体

が全ての工程を実行しなければならず、もしくは、二つ以上の主体が異なる工程を実行する

場合、お互いに一定の関連性が存することが必要とされる」472と判示した。そして、ステン

トの製造業者が医者にサンプルを送ったり、臨床試験への募集を行ったという事情を考慮

して、十分な関連性があると認め、ステント製造者が寄与侵害責任を負うと判断した473。 

 その後、一定の関連性基準がしばしば引用されたものの474、どれほどの関連があれば同基

準が満たされるかについて、明確な基準が固まるには至らなかった。例えば、Faroudj判決

は、先例では侵害者が他者と協同して方法の実施を完成したことが一貫して証明されたと

付言しているに過ぎず475、明白な説示が欠けている。他方、Hill事件476では、裁判所は、直

 
471 Cordis Corp. v. Medtronic AVE, Inc., 194 F.Supp.2d 323 (D. Del. 2002). 

 本件方法発明は、バルーン拡張型ステントの移植に関する五つの工程からなる。そのうち、第二工程は製造業者

が予めステントをカテーテルに取り付けることにより実施され、残りの工程は医者により行われる。 

472 Id. at 349 (“To constitute a predicate act of direct infringement of a process claim, either a single entity must 

perform every step of the method or, if two or more entities perform different steps of the method, those entities must 

have some connection to each other.”). 

473 Id. at 350–51. 

474 See Applied Interact, LLC v. Vermont Teddy Bear Co. Inc., No. 04 Civ. 8713(HB), 2005 WL 2133416, at *4 

(S.D.N.Y. Sept. 6, 2005); Marley Moudlings Ltd. v. Mikron Indus., Inc., No. 02C 2855, 2003 WL 1989640, at *2 (N.D. 

Ill. Apr. 29, 2003); Cordis Corp. v. Medtronic Ave, Inc., 194 F. Supp. 2d 323, 349 (D. Del. 2002). 

474 Veeraraghavan, supra note 457, at 213, 233. 

475 Id. at *6 (“Monsanto, Shields, Free Standing Stuffer and Metal Film each demonstrate that the entities found to 

directly infringe patented processes worked in concert with other entities to complete the process of infringement.”). 

476 Hill v. Amazon.com, Inc., No. 2:02-CV-186, 2006 WL 151911 (E.D. Tex. Jan. 19, 2006). 
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接侵害責任の有無は、他者に対する「関連又は管理」の程度により決められると説いた上で、

侵害が成立するには「代理関係又は協同行為」が必須ではないと述べる一方、「代理又は契

約関係がない場合、判例によれば、少なくとも残りの工程の実行に関する『指示を現実に第

三者に与えたこと』が必要とされるようである」477と判示した。 

（３）参加及び行為の結合（participation and combined action）基準 

 共同侵害法理の適用場面が拡張する一方、On Demand事件478において、CAFCが新たな判断

基準に好意を示した。同事件において問題となった方法発明は、顧客に対して書籍の電子化

された情報を展示し、顧客の注文を受けた後、直ちに書籍を生産するものである。Amazon社

がオンラインで本の情報を提示し、本の生産を印刷業者に委ねていたところ、特許権者は、

両者が共同して本件発明を侵害すると主張した。そこで、CAFC は、一審裁判所による次の

ような陪審への説示内容に賛成した。 

 
本件発明は、販売者のカタログに基づき製品情報を生成する方法であって、その実施には、販売者の管理するメ

イン・コンピューターと購入者の手元にあるリモート・コンピューターの作動が必要とされる。特許権侵害で訴えられ

たところ、被告は、メイン・コンピューターに関する工程しか行っていないとして、非侵害と争った。 

477 Id. at *2 (“In the absence of an agency or contractual relationship, the case law appears to require a showing that 

the defendant and the third party are connected at least to the extent that the defendant must actually direct the third 

party to perform the remaining steps of the method.”). 

478 On Demand Mach. Corp. v. Ingram Indus., Inc., 442 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2006). 
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 「侵害を構成する行為は単一主体によりなされる必要はない。複数主体による参加及び行

為の結合（participation and combined action）の結果として、侵害が発生する場合、全

員が共同侵害者として侵害責任を負う。」479（下線は筆者による。） 

 On Demand判決が採用した参加及び行為の結合基準の意義としては、まず、当事者におけ

る密接な関係や指示が要求されないため、一層容易に侵害を認定することができることが

挙げられる480。また、同基準は、全員に連帯責任を負担させる点において、一定の関連性基

準と区別できると指摘されている481。他方、事案の解決として、クレーム解釈を通じて非侵

害と結論付けたため、上記の判示は傍論とされるかもしれないという懸念も示された482。参

加及び行為の結合を根拠に共同侵害を認定することができるかという問題は、後の BMC 事

件に持ち込まれた。 

 
479 Id. at 1344–45 (“It is not necessary for the acts that constitute infringement to be performed by one person or entity. 

When infringement results from the participation and combined action(s) of more than one person or entity, they are 

all joint infringers and jointly liable for patent infringement.”). 

480 Veeraraghavan, supra note 443, at 229. 

481 See Jackson, supra note 453, at 2138 (“The ‘participation and combined action’ joint and several liability standard 

looked similar to the expansive ‘some connection’ standard .... The key difference in On Demand was a joint allocation 

of liability among defendants—as opposed to holding one defendant vicariously liable for the actions of others.”). 同

論者は、一定の関連性基準を、一方の主体に代位責任を生じさせるものと捉えている。しかし、一定の関連性基準

は、協同行為の存在を必要とせず、共同不法行為原則に近いものという見解もある。But see Oswald, supra note 343, 

at 30 (“[T]he ‘some connection’ theory contemplates actors that are coequals (i.e., it is a relationship somewhat akin to 

the common law notion of joint tortfeasorship but without the strong notion of concerted action that underlies joint 

torts).”). 

482 See Veeraraghavan, supra note 443, at 229. 
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（４）まとめ 

 初期の判例を考察すると、以下の特徴を指摘することができる。第一に、方法発明の直接

侵害というためには、全ての工程が行われる必要があるという大原則が貫かれているもの

の、単一主体が全ての工程を行うことが必須条件ではない483。むしろ、On Demand事件で示

されたように、複数主体の行為に着目して侵害を認定することが可能である484。また、Cordis

判決に鑑みれば、間接侵害の前提条件たる直接侵害に関しても単一主体という制限が課さ

れていない。第二に、共同侵害法理の根拠について、代理理論はコモンロー上の代理法原則

に起源を持つのに対し485、参加及び行為の結合基準はコモンロー上の共同不法行為原則に

合致する486。各理論の適用効果として、前者によれば特定の主体だけが代位的に侵害責任を

負うのに対し、後者によれば参加者全員が共同して侵害責任を負担することになる487。ただ

し、一定の関連性という柔軟な基準が用いられていたことから分かるように、共同侵害の成

立には、代理関係又は協同行為の存在が厳格に要求されていない。 

 
483 See Gerdelman, supra note 467, at 2011; Ben Morgan, Joint Infringement and the Impact of BMC Resources, Inc. 

v. Paymentech, L.P., 12 SMU Sci. & Tech. L. Rev. 173, 182 (2009). 

484 See Stacie L. Greskowiak, Note, Joint Infringement after BMC/ The Demise of Process Patents, 41 Loy. U. Chi. 

L.J. 351, 390 (2010). 

485 See Oswald, supra note 343, at 28; Veeraraghavan, supra note 443, at 214. 

486 See Oswald, supra note 343, at 30, 34; Greskowiak, supra note 484, at 388. 

487 See Greskowiak, supra note 484, at 389. 
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３.１.２ 管理又は指示（Control or Direct）基準 

（１）発端――BMC事件 

 2007 年の BMC事件488では、分割クレーム（divided claim）489の問題が生じた。21世紀以

降、1998 年の State Street事件490の影響により、ビジネス方法発明に関する特許出願が急

増し、それらの中では、複数主体を想定して記載されたクレームが少なくない491。また、電

子商取引の発展に伴って、分割侵害に関する特許権紛争が現実に起こりつつあった492。かか

る事情を背景として、CAFCが共同侵害の判断基準を明らかにした。 

  ア）事案の概要 

 本件発明は、暗証番号を入力することなく、金融決済を可能とする方法に関するものであ

って、クレームに被支払人、ペイメント・ネットワーク及び金融機関の行為が含まれている。

暗証番号不要の金融決済サービスを提供する Paymentechが被告であり、同社が本件方法発

 
488 BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007). 

489 See Mark A. Lemley et al., Divided Infringement Claims, 33 AIPLA Q. J. 255, 256 (2005) (“[Divided] claims exist 

where patents are infringed only by aggregating the conduct of more than one actor or conduct that occurs in more than 

one country, respectively.”). 

490 State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998). 同判決

により、ビジネスの方法の特許適格性（patentable subject matter）が認められた。 

491 See John M. Carson & Eric M. Nelson, Legal Victory for Electronic Commerce Companies: State Street Bank & 

Trust v. Signature Financial Group Signals Fall of Last Barrier to Internet Software Patents, 21 T. Jefferson L. Rev. 

193, 207 (1999). 

492 See Ken Hobday, Comment, The Incredibly Ever-Shrinking Theory of Joint Infringement: Multi-Actor Method 

Claims, 38 Cap. U. L. Rev. 137, 141 (2009); Larsen, supra note 458, at 42. 
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明における全ての工程を実施していないことについて争いはなく、共同侵害の成否が問題

となった。 

 特許権者かつ原告の BMCは、On Demand判決が先例を変更するものであって、参加及び行

為の結合基準によれば侵害が成立すると主張した。地方裁判所は、On Demand判決における

説明を傍論と位置付けた上で493、管理又は指示基準が妥当な判断基準であると判示し、非侵

害と結論付けた494。控訴審において、共同侵害の判断基準が争点となった。 

  イ）判旨 

 CAFC は、方法発明の直接侵害というためには、「単一主体が方法における各工程を実施

する必要がある」495と述べつつ、間接侵害の成立には「被疑侵害行為者のうち、ある主体が

直接侵害行為を完全に行ったことが前提とされる」496と判示した。そして、被疑侵害者が特

許方法の一部の工程を第三者に行わせることにより侵害を回避しようとする場合について、

代位責任により権利行使が認められると指摘した497。最後に、対等な当事者契約（arms-

length agreement）という抜け穴が生じてしまう問題を認識しつつも、「管理又は指示

 
493 BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., No. 3:03-CV-1927-M., 2006 WL 1450480, at *7 n.3 (N.D. Tex. May 

24, 2006). 

494 Id. at *6. 

495 Id. at 1378 (“Direct infringement requires a party to perform or use each and every step or element of a claimed 

method or product.”) (citation omitted). 

496 Id. at 1378 (“Indirect infringement requires, as a predicate, a finding that some party amongst the accused actors 

has committed the entire act of direct infringement.”) (citation omitted). 

497 Id. at 1379. 
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（control or direct）」を共同侵害の判断基準とした498。その理由として、独立した各行

為者に対してまで認定基準を拡張して直接侵害を認めると、間接侵害制度の意義が失われ

る恐れがあることを挙げた499。さらに、本件では、BMCがあえて異なる主体の行為をクレー

ムに入れたため、分割侵害が問題になったと指摘し、侵害責任が免れられるとの懸念は、通

常、適切なクレームドラフティングにより解消できると付言した500。 

 結論として、本件では、Paymentech がデビット・ネットワークに決済データなどを提供

したものの、その利用に関する説明や指示がなされていないこと、及び、金融機関との間で

契約関係さえ存しないことを理由に、管理又は支持基準が充足されず侵害は成立しないと

判決した。 

  ウ）BMC判決の意義 

 同判決の意義について、第一に、直接侵害に関する説示501は、「単一主体ルール（single-

entity rule）」を確立したものとして、以降の判決において言及されることが多い502。そ

 
498 Id. at 1379–80. 

499 Id. at 1381 (“[E]xpanding the rules governing direct infringement to reach independent conduct of multiple actors 

would subvert the statutory scheme for indirect infringement.”). 

500 Id. 

501 See supra note 495. See also Id. at 1380 (“Infringement requires, as it always has, a showing that a defendant has 

practiced each and every element of the claimed invention.”) (citation omitted). 

502 See Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318, 1329 (Fed. Cir. 2008); McKesson Info. LLC v. Epic Sys. 

Corp., No. 2010-1291, 2011 U.S. App. LEXIS 7531, at *17 (Fed. Cir. Apr. 12, 2011) (J. Newman dissenting); Akamai 

Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301, 1347 (Fed. Cir. 2012) (J. Linn dissenting). 
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れにより、複数主体の行為を合わせた上で直接侵害を判断する考え方が否定された503。また、

間接侵害との関係で、その前提条件とされる直接侵害についても単一主体ルールが当ては

まることが示された。第二に、共同侵害法理が単一主体ルールに起因する抜け穴を防げるも

のの、同判決は、管理又は指示基準を提示することにより、参加及び行為の結合基準を明確

に否定し、一定の関連性基準を黙示的に拒んだ504。その結果、共同侵害法理の適用場面がか

なり制限されるようになった。そのほか、当てはめにおける説示は、説明や指示を提供し又

は契約関係が存する場合、管理又は指示基準が肯定され得ることを示唆していると解され

る505。 

（２）発展 

  ア）Muniauction事件 

 BMC判決が言い渡された約一年後、Muniauction事件506において、CAFCは、管理又は指示

基準を採用して、方法クレームの実施を分担している複数主体における人的な関係が侵害

の判断に与え得る影響について、以下のようなスペクトラムを説明した。 

 
503 See Larsen, supra note 458, at 50–51. 

504 See Jackson, supra note 453, at 2139. 

505 See Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 614 F.Supp.2d 90, 120 (D. Mass. 2009). 

506 Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008). 

 本件では、電子オークション方法の特許権者が、インターネットを通じた地方債のオークションシステムを運営する

Thomson 社を特許権侵害で訴えた。方法クレームにおける大部分の工程は Thomson 社のシステムにおいて実行

されたが、少なくとも入札に関するデータを入力する工程は Thomson 社の顧客である入札者のコンピューターで実

施されており、全ての工程を実行する単一主体がいなかった。地方裁判所が On Demand 判決に従って直接侵害

の成立を肯定したところ、Thomson 社がこれを不服として控訴した。 
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 「単一主体が、方法の全体にわたって『管理又は指示』を行った結果、全ての工程につき

当該支配的地位にある主体（すなわち『マスターマインド』）に対して帰責し得る 

(attributable to)場合に限って、方法クレームが直接侵害されることになる。複数主体の

スペクトラムのもう一方の端として、単なる『対等な協同関係（arms-length cooperation）』

ではいずれの主体についても直接侵害が生じない。」507 

 本件では、Muniauctionと入札者の間に契約関係が存し、また、Muniauctionが入札者に

対してシステムの使用に関する説明を行ったにもかかわらず、CAFC は、システムへのアク

セスを管理して、システムの使い方を説明するだけでは直接侵害責任を認めるに足りない

として、非侵害と結論付けた。それゆえ、CAFCは、「指示」よりも「管理」を重視する方向

に傾いたと指摘される508。また、「法の伝統的な考え方によれば、方法クレームの使用を完

結するのに必要とされる別の主体によりなされた行為について、被疑侵害者が代位的に責

任を負うと判断されるような場合には、管理又は指示基準が満たされる」509と明言したこと

から、CAFC は、共同侵害法理を一層厳しく捉え、従来の代理理論に立ち返った。それによ

 
507 Id. at 1329 (“[T]he claim is directly infringed only if one party exercises ‘control or direction’ over the entire 

process such that every step is attributable to the controlling party, i.e., the ‘mastermind’. ... At the other end of this 

multi-party spectrum, mere ‘arms-length cooperation’ will not give rise to direct infringement by any party.”). 

508 See W. Keith Robinson, No Direction Home: An Alternative Approach to Joint Infringement, 62 Am. U. L. Rev. 

59, 80–81 (2012); Hobday, supra note 492, at 140–41; Keith Jaasma, Finding the Patent Infringement Mastermind/ 

The Control or Direction Standard for Joint Infringement, 26 Santa Clara High Tech. L.J. 411, 429 (2009). 

509 Id. at 1329–1330 (“[T]he control or direction standard is satisfied in situations where the law would traditionally 

hold the accused direct infringer vicariously liable for the acts committed by another party that are required to complete 

performance of a claimed method.”). 
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り、一定の関連性基準の適用余地及び代理理論を拡張解釈する可能性が完全に排除された

510。さらに、同判決が判例上の混乱を招来したという批判もある511。実際に、前記の説示を

受けて、代位責任が管理又は指示基準を充足するための必要な条件であるかについて、判例

上ばらつきが生じてしまった512。 

  イ）Muniauction事件以降 

 上記二つの CAFC 判決をもって、管理又は指示基準は共同侵害の判例法理として定着する

こととなった。それ以降、裁判所は、侵害成立に必要とされる管理・指示の程度を模索して

きた。当時の判例では、以下の傾向が示された513。 

 第一に、特許方法の各工程に関してガイダンスや説明を行うにとどまる場合、管理又は指

示とは認め難い。例えば、サービスの提供業者がユーザーに対してシステムの使い方を説明

したりアクセスを許可したりするような行為があるにとどまれば、侵害が否定されること

 
510 Truong, supra note 457, at 1918; Greskowiak, supra note 484, at 407. 

511 See Jaasma, supra note 508, at 411; Alice Juvon Abn, Finding Vicarious Liability in U.S. Patent Law/ The Control 

or Direction Standard for Joint Infringement, 24 Berkeley Tech. L.J. 149, 168 (2009). 

512 不必要と解する判例として、see, e.g., Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 614 F.Supp.2d 90, 

120 (D. Mass. 2009); Ksolo, Inc. v. Catona, No. CV 07-5213-CAS (AGRx), CV 08-1801-CAS (AGRx), 2008 WL 

4906115, at *3 (C.D. Cal. Nov. 10, 2008); 必要と解する判例として、see, e.g., Advanced Software Design Corp. v. 

Fiserv, Inc., No. 4:07CV185 CDP, 2009 WL 2855808, at *5 (E.D. Mo. Aug. 31, 2009); Global Patent Holdings, LLC 

v. Panthers BRHC LLC, 586 F. Supp. 2d 1331, 1335 (S.D. Fla. 2008); Emtel, Inc. v. Lipidlabs, Inc., 583 F.Supp.2d 

811, 839 (S.D. Tex. 2008). 

513 BMC 事件以降、管理又は指示基準に関する判例動向を紹介するものとして、以下の論文を参照。See W. 

Keith Robinson, Ramifications of Joint Infringement Theory on Emerging Technology Patents, 18 Tex. Intell. Prop. 

L.J. 335, 348–62 (2010); Jaasma, supra note 508, at 429–45; Abn, supra note 511, at 163–68. 
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になる514。他方、ソフトウェアを通じて特許方法が実施される場合、ソフトウェアを販売す

るだけでは直接侵害にならないものの515、譲渡された後でもソフトウェアを継続的にコン

トロールするような事情があれば、業者は自ら各工程を行い又はユーザーの実行行為を管

理・指示していると評価され得る516。第二に、契約関係が存する場合であっても、直ちに侵

害が肯定されるわけではなく517、契約上具体的な指示や要求がなされていれば、侵害は成立

し得る518。総じて言えば、管理又は指示基準を充足するには、工程の実行に関する義務付け

又は代理関係の存在が要求されることが多い519。 

 
514  See Golden Hour Data Sys., Inc. v. emsCharts, Inc., 91 U.S.P.Q.2d 1565 (E.D. Tex. 2009); Keithley v. 

Homestore.com, Inc., 636 F. Supp. 2d 978 (N.D. Cal. 2008). 

515 See Advanced Software Design Corp., v. Fiserv, Inc., 650 F. Supp. 2d 924, 930 (E.D. Mo. 2009) (“At most, Fiserv 

sells software that enables its customers to encrypt and print checks. But this fact alone is not sufficient to establish 

that Fiserv is a direct infringer of Advanced Software's patent.”) (citation omitted)． 

516 See Am. Patent Dev. Corp. v. Movielink, LLC, 637 F. Supp. 2d 224 (D. Del. 2009). 

本件では、一定の視聴制限に達していれば、ビデオ番組への顧客のアクセスを制限できる方法発明について、被

告が最初の工程を行っており、残りの工程は被告の提供するソフトウェアにより行われた。ソフトウェアがユーザーの

コンピューターにおいて作動しているにもかかわらず、裁判所は、被告が当該ソフトウェアをコントロールしている否

かにより直接侵害の成否を判断した。また、クレームにはユーザーによる実行が必要とされる工程がないとして、共

同侵害法理で争う必要はないと判示した。 

517 See Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 614 F.Supp.2d 90, 121 (D. Mass. 2009) (“[D]irection 

or control requires something more than merely a contractual agreement to pay for a defendant's services ....”); 

Gammino v. Cellco Partnership, 527 F. Supp. 2d 395 (E.D. Pa. 2007). 

518 See Emtel, Inc. v. Lipidlabs, Inc., 583 F. Supp. 2d 811, 834 (S.D. Tex. 2008); Rowe Int'l Corp, v. Ecast, Inc., 586 

F. Supp. 2d 924 (N.D. Ill. 2008). 

519 Grow, supra note 454, at 90. 
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（３）問題点 

 管理又は指示基準がしばしば非難に晒されるところは、その厳格さである520。BMC判決の

提案した適切なクレームドラフティングは万能薬ではないという批判がなされる一方521、

二つの事案において、管理又は指示基準から生じ得る問題点が具体的になった。 

  ア）Golden Hour事件 

 Golden Hour事件522では、クレームに単一主体の行為だけが記載されても、管理又は指示

基準の抜け道として、各関与者が協同して方法発明を実行すれば、容易に侵害責任を免れる

ことができるという事態が現れた。 

 本件発明は、医療輸送サービスの関連データを管理、統合するためのシステム及び方法発

明であり、emsCharts と Softtech それぞれが開発したプログラムを合わせてはじめて、そ

の実施が可能となる。両社は、戦略的なパートナーシップを形成して、各自のプログラムを

協働可能にし、一つのユニットとして販売した。 

 
520 See Gupta, supra note 453, at 70 (arguing that “requiring a contractual obligation or an agency relationship is too 

stringent”); Greskowiak, supra note 484, at 354 (“[T] he standard imposed by the BMC decision is a failure on the part 

of the Federal Circuit to protect and enforce the rights of patent owners because it leaves a glaring loophole in patent 

law that is inconsistent with patent precedent and policy.”); Abn, supra note 511, at 171; Larsen, supra note 458, at 43; 

Wu, supra note 453, at 441. 

521 See Truong, supra note 457, at 1920 (“[T]he BMC Resources court's suggestion ... fails to adequately close the 

loophole. First, it may not be possible to draft a claim that is novel when structured to target a single actor .... 

Furthermore, there are some classes of inventions, such as certain distributed computing systems, where claims focused 

on the inputs and outputs of only one party may not be possible at all because of the nature of the invention.”); 

Greskowiak, supra note 484, at 404; Abn, supra note 511, at 169; Larsen, supra note 458, at 43 n.9 (2008). 

522 Golden Hour Data Systems, Inc. v. emsCharts, Inc., 614 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2010). 
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 特許権者が共同侵害を主張したところ、CAFC は、管理又は指示に関する証拠が不十分で

あるとして、非侵害と判断した。それに対して、Newman 判事は、管理又は指示基準がなけ

れば侵害が一切成立しないというのは不当であると批判し、各主体が協力して特許発明の

構成要件を全て実施する場合、それぞれが独立した法的地位を持つという理由だけでは侵

害責任を免れることはできないと主張した523。 

 イ）McKesson事件 

 McKesson 事件524では、管理又は指示基準によれば、発明の性質上分割クレームの形での

記載が望ましい交互型（interactive）方法発明に対して、特許権を行使できないという不

都合が指摘された。 

 本件発明は、個人別ウェブページに基づいてヘルスケア提供者と患者の間における電子

的通信を促進することを技術的効果とする方法であって、クレームにおける最初の工程は

「ユーザーがコミュニケーションを開始する」と記載されており、残りの工程はヘルスケア

提供者により行われる。被告 Epic は、MyChart というソフトウェアを開発して、自ら当該

ソフトウェアを使用せず、ヘルスケア提供者にライセンスを与えた。ヘルスケア提供者は

MyChartを通して、患者に医療記録へアクセスさせることができる。他方、患者は、MyChart

にログインして通信を始めるかどうかを自由に選択できる。 

 誘引侵害に係る原告特許権者の主張について、Epic は、ヘルスケア提供者が最初の工程

を実施せず、患者の行為を管理又は指示していないため、直接侵害という大前提が欠けると

 
523 Id. at 1383. 

524 McKesson Info. LLC v. Epic Sys. Corp., No. 2010-1291, 2011 U.S. App. LEXIS 7531 (Fed. Cir. Apr. 12, 2011). 
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争った。CAFCは、AkamaiⅠ判決525を引用して、患者はヘルスケア提供者の代理人ではなく、

コミュニケーションを開始する義務も有しないことから、管理又は指示基準を充足しない

として526、Epicの主張を認めた。 

 他方、Newman判事は、「裁判所が『単一主体ルール』を新たに創出し、それを拡張するこ

とを通じて、交互型方法を特許制度の保護範囲から排除するのは、法と政策に背く」527と説

いて、以下のように反論した。本来、方法クレームの全ての工程が実施されていれば侵害は

成立するというべきであって、ある単一の主体が各工程を実施し又は管理・指示していると

いう付加的な制限を設ける単一主体ルール528は、かかる基本原則に反すると述べた529。BMC

事件では、コモンロー上の不法行為原則を適用して事案が解決できたはずであるにもかか

わらず、CAFC は、誤って方法発明の分担実施に関わらない判例から単一主体ルールを導き

出しており530、さらには本件においてそれを絶対的な法理として扱ってしまった結果、共同

若くは協同侵害（joint or collaborative infringement）又は誘引侵害のいずれの理論に

 
525 本章３.１.３（２）参照。 

526 Id. at *9–12. 

CAFC は、患者はコミュニケーションを始めるかどうかを決めることができ、ヘルスケア提供者は MyChart へのアク

セスを管理しているに過ぎないこと、及び、患者は自己の利益のために行動しているという事情を考慮して、代理関

係又は契約上の義務を否定した。 

527 Id. at *20 (“The court's removal of interactive methods from the purview of the patent system, through its newly 

minted and now enlarged ‘single-entity rule’, is contrary to law and policy.”). 

528 Newman 判事は、管理又は指示基準を単一主体ルールに取り込んでいる。 

529 Id. at *21–22. 

530 Id. at *26. 
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よっても、交互型方法について特許権侵害が成立し得ないという問題を生じさせ、関連技術

分野での発明意欲を著しく削げたと批判した531。最後に、Centillion事件532を引用して、シ

ステムの発明に関して単一主体ルールが当てはまらないことを理由に、法廷の多数意見が

交互型発明の「使用」概念に混乱を招いたと指摘した533。 

（４）まとめ 

 BMC 判決とそれを踏襲した諸判決が、判例の議論状況に以下の変化をもたらした。まず、

第 271条（a）の文言による当然の帰結として534単一主体ルールを導き出した結果、裁判所

は一つの主体の行った行為を単位に直接侵害の成否を判断するほかなくなった。それゆえ、

分割侵害の事案では、他の主体の行った行為を被疑侵害者に帰責できるかが肝要な問題と

され、代位責任と代理理論が重視されるようになった535。他方、コモンロー上の共同不法行

為原則は依然として共同侵害法理の根拠となり得るかについて、BMC判決と Muniauction判

決は明示的に否定しておらず、McKesson 事件では異なる見解がみられる536。管理又は指示

 
531 Id. at *27. 

532 Centillion Data Systems, LLC v. Qwest Communications International, Inc., 631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011). 詳し

くは本章３.２参照。 

533 Id. at *34–35 (“[U]nlike a claim to an interactive ‘method’, direct infringement of a claim to an interactive ‘system’, 

wherein elements of the system are physically controlled by different entities such as an independent ‘user’, is not 

subject to a ‘single-entity rule’ ....”). 

534 See BMC v. Paymentech, supra note 488, at 1380. 

535 See Oswald, supra note 343, at 34. 

536 協同行為に基づき共同侵害が成立するという原告の主張に関して、多数意見は明確に否定したものの、反対

意見も示された。See McKesson v. Epic, supra note 524, at *12–13, *27–30 (J. Newman dissenting). 
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基準により抜け穴が生じてしまうとの問題が深刻化するにつれ、BMC判決等の妥当性が疑わ

れ、Akamai事件において別の解決策を検討する動きが始まった。 

３.１.３ Akamai事件 

（１）事案の概要 

 原告 Akamai は、効率的なウェブコンテンツの配信方法に関する発明の特許権者である。

本件発明は、簡単に言えば、埋め込みオブジェクトをコンテンツ配信ネットワーク（CDN）

上で複製し、CDNから配信を行うことを通じて、同じウェブページに対する多くのリクエス

トを同時に受ける際に起きるインターネット渋滞を避けようとするものである。また、ユー

ザーがコンテンツプロバイダーのウェブページにアクセスするとき、CDN上の埋め込みオブ

ジェクトを受け取ることができるようにするために、「タギング（tagging）」工程537が必

要とされる。被告 Limelight は、Akamai の競争者として、コンテンツ配信サービスを運営

していた。顧客であるコンテンツプロバイダーとの標準契約では、サービスを利用するため

に、顧客は自らタギングをする必要があると定められていた。 

 本件では、顧客がタギング工程を実施しており、Limelightが全ての工程を行っていない

点について、争いがない。そのため、共同侵害の成否が争点となった。地方裁判所は、

 
537 埋め込みオブジェクトの URL を CDN 上のオブジェクトにリンクさせるために、埋め込みオブジェクトの URL を

変更する作業である。 
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Limelightと顧客の関係は Muniauction事件の状況と実質的に変わらないとして、侵害不成

立と判断した538。これを不服として、Akamaiが控訴した。 

 それ以降の訴訟の経緯として、従前の厳格な立場を引き継いだ CAFCパネル判決（2010 年

AkamaiⅠ判決）を経て、2014 年の最高裁判決（AkamaiⅢ判決）を境に、CAFC大法廷判決が

二回も下された（2012 年 AkamaiⅡ判決と 2015年 AkamaiⅤ判決）。最終的には、二要件テ

ストを採用して、従来の基準を緩和する方向に辿り着いた。 

（２）2010 年 CAFCパネル判決（AkamaiⅠ判決）539 

 控訴審では、管理を重視する立場が引き継がれる一方、管理又は指示基準が、実際に、「代

理又は契約(agency or contract)」基準に切り変わった。 

 管理又は指示基準について、CAFC は、「各主体の関係は、一方の主体の行為を他方の主

体に帰責させることができるものであるか否か、が本質的な問題である」540と指摘した上で、

BMC判決と Muniauction判決を踏まえて、代理関係が存し、又は、方法の工程を実行するこ

とが契約上義務付けられる場合に限って、共同侵害が成立すると明言した541。さらに、同基

準は「指示」を別個に挙げていることから、「管理」とは異なる意味が含まれているという

主張について、管理又は指示基準は伝統的な代理法に照らして理解しなければならないと

 
538 Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 614 F.Supp.2d 90, 12–23 (D. Mass. 2009). 

539 Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 629 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2010). 

540 Id. at 1319 (“[W]hat is essential is ... whether the relationship between the parties is such that acts of one may be 

attributed to the other.”). 

541 Id. 
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説き、代理関係の本質は代理人の行為を管理する権利であるとして、如何に明白な指示を与

えても、それだけでは代理関係が成立しないと判示した542。 

 上記の判示を踏まえて、CAFC は、顧客が Limelightの代理人として行動することに関す

る合意が欠けること、契約はサービスを利用するための手段を提供しているに過ぎず、顧客

は自分の裁量でサービスをいつ、どのように利用するかを決定することができ、自分の利益

のために行動していることを理由に、代理関係を否定し、タギング工程の実施に関する契約

上の義務付けが存しないと判断して543、地裁判決に賛成した。 

（３）2012 年 CAFC大法廷判決（AkamaiⅡ判決）544 

 その後、McKesson事件と合わせて、大法廷での再審理を行うことが決定された。そこで、

被告が自ら方法発明の一部の工程を実行し、他の主体に対して残りの工程の実行を誘引し

た（Akamai 事件のような）場合、又は、被告が、他の主体に対して方法発明の全ての工程

を分担して実施することを誘引した（McKesson 事件のような）場合、誘引侵害責任を負う

べきか、が争点とされた。 

 
542 Id. at 1320–21. 

543 Id. 

544 Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012). 

 また、同判決は、前述の McKesson 事件と Akamai 事件を合わせて判断を下したものである。Akamai 事件では

Limelightが一部の工程に関与していたのに対し、McKesson 事件では Epicがもともと方法の工程に直接関与して

いなかった。 
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  ア）法廷意見 

 多数意見は、直接侵害責任の問題について単一主体ルール及び共同侵害の判例法理を保

留する一方、誘引侵害の文脈で単一主体ルールの適用を拒絶した。 

 CAFC は、まず、単一主体ルールをとるべき政策的な理由を以下のように説明した。すな

わち、「直接侵害が、独立した複数主体が方法クレームを実行する場合までに拡張されたこ

とはない。厳格責任であるゆえ、直接侵害責任をそのように拡張すると、侵害を構成するた

めに必要とされる全ての行為を自ら行わず、しかも、全員の行為を侵害に転じさせる態様で

他者が行動していることを知るすべもない行為者を巻き込む恐れがある。」545その上、BMC

判決で示された管理又は指示基準を確認しつつ、共同侵害の判例基準を再検討することを

控えた546。 

 その代わりに、CAFC は、主観的認識を要件とする誘引侵害が二つの事案の解決に相応し

いとして、第 271条（b）を中心に議論を続けた。直接侵害がなければ誘引侵害が成立しな

いという原則を承認しながらも、「誘引侵害の前提として直接侵害の存在に関する証明を要

求することと、ある単一主体が直接侵害者として責任を負うことに関する証明が必要とさ

 
545 Id. at 1307 (“Direct infringement has not been extended to cases in which multiple independent parties perform the 

steps of the method claim. Because direct infringement is a strict liability tort, it has been thought that extending liability 

in that manner would ensnare actors who did not themselves commit all the acts necessary to constitute infringement 

and who had no way of knowing that others were acting in a way that rendered their collective conduct infringing.”) 

(citation omitted). 

546 Id. 
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れることは、同一ではない」547と述べた。さらに、複数主体を誘引して全ての工程を実施さ

せる場合と単一主体を誘引して直接侵害を行わせる場合とで特許権者に対する影響は同様

であること、及び、“infringes”という文言を使う第 271 条(a)と違って、第 271 条（b）

にいう“infringement”から単一主体による侵害という意味が読み取れないことを指摘し

て548、「誘引侵害というためには、方法クレームにおける全ての工程が実行される必要があ

るものの、単一主体により全ての工程が実施されることを証明する必要はない」549と結論付

けた。 

 以上の判示に基づき、CAFC は、BMC 判決を一部覆し、ある主体が、①特許権を知りなが

ら、②特許方法における工程の実施を誘引した結果、③全ての工程が最終的に実施されたこ

とが証明できれば、誘引侵害が成立するという「誘引のみに適用されるルール（inducement-

only rule）」を確立した550。結論として、原判決を破棄し、誘引侵害の成否についてさら

なる審理を行うよう命じる判決を下した。 

  イ）Newman判事の反対意見 

 Newman判事は、第271条(a)にいう“whoever”は単数と複数の両方を意味すると主張し、

Golden Hour判決と McKesson判決で反対意見を述べたように、先例から支持を得ていない

 
547 Id. at 1308–09 (“Requiring proof that there has been direct infringement as a predicate for induced infringement is 

not the same as requiring proof that a single party would be liable as a direct infringer.”). 

548 Id. at 1309. 

549 Id. at 1306 (“[A] ll the steps of a claimed method must be performed in order to find induced infringement, but that 

it is not necessary to prove that all the steps were committed by a single entity.”). 

550 Id. at 1318. 



 
186 

として単一主体ルールを否定し続けた551。くわえて、誘引のみに適用されるルールを提示し

た多数意見は、共同侵害の成否という本題から外れており、直接侵害が存するものの直接侵

害者がいないという主張も論理的ではないと批判しつつ、誘引のみに適用されるルールと

いうアプローチでは、各工程を分担する実行者に直接侵害責任を負わせることができず、間

接侵害責任の成立範囲が不当に拡張し、損害賠償の算定方法が不明であるという問題が生

じると指摘した552。 

 同判事は、さらに次のような「オール・ステップス・ルール（all-steps rule）」を提案

した553。すなわち、実行者の数にかかわらず、方法クレームの全ての工程が実行されていれ

ば、直接侵害が成立する。次の問題として、被害者の被った損害に対する寄与度、不法行為

者の取得した経済的利益といった不法行為法上の考慮要素に基づいて、各実行者に対して

侵害責任の分配が決められる。 

  ウ）Linn判事の反対意見554 

 他方、Linn 判事は、単一主体ルールを維持すべき旨を主張し、代位責任の考え方に照ら

して、第 271条（a）により直接侵害責任が生じる場面を共同事業（joint enterprise）の

場合に拡大した。 

 
551 Id. at 1321–26. 

552 Id. at 1326–31. 

553 Id. at 1331–33. 

554 Dyk, Prost, O’Malleyの各判事が賛同した。 



 
187 

 Linn判事は、裁判所の権限という観点から多数意見の問題点を指摘した555。多数意見は、

第 271 条(a)と第 271 条(b)において、“infringement”の意味につき異なる解釈をした。

しかし、特許権侵害は、コモンローではなく制定法が画定する不法行為である。1952 年制

定法を通じて、議会は第 271条(a)において侵害を定義し、侵害に至らないものの責任を認

めるべき場面を第 271条(b)・(c)に限定した。それにより、複数主体による特許権侵害責任 

(joint-actor patent infringement liability)の問題が裁判所の裁量権の範囲から排除さ

れることになり、裁判所は侵害を定義することができない。したがって、多数意見は、裁判

所の権限を超えて議会の政策を変更するものであると批判した。 

 第 271 条(a)における“whoever”との文言は単一主体ルールを否定しているという主張

について、Linn判事は以下のように反論した。「第一に、‘whoever’の意味を複数と解し

ても、同条は、二人以上の者が各自でクレームにおける全ての構成要素を実施していれば、

独立して直接侵害責任を負担することになるという明白なことを述べているに過ぎない。

第二に、単独で侵害行為を行っていない者について、第 271条(b)・(c)に定められた場合に

限って、侵害責任が拡張的に及ぶ。このような条文構造は、第 271条(a)では共同責任（joint 

liability）が含まれていないことを暗黙に表している。」556 

 
555 Id. at 1337–47. 

556 Id. at 1347–48. (“First, if one interprets ‘whoever’ to include the plural, the statute simply states the obvious: More 

than one entity can be independently liable for direct patent infringement if each entity practices every element of the 

claim. Second, the statutory context, with § 271(b) and (c) extending liability to actors who do not independently 

infringe in limited, specifically defined circumstances, indicates that § 271(a) excludes joint liability.”) (citation 

omitted). 
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 最後に、Linn判事は、第 271条(a)において代位責任原則が適用できると主張した。代位

責任原則に基づく管理又は指示基準に賛成しつつ、共同事業557（joint enterprise）が成立

する場合、いずれの構成員に対しても他の構成員による行為が帰責することになると説い

た558。 

（４）2014 年最高裁判決（AkamaiⅢ判決）559 

 AkamaiⅡ判決が下された後、McKesson 事件は当事者が和解の合意に達することにより終

了した560。Limelight が上告したところ、連邦最高裁は、第 271 条（a）又は他の条文によ

り直接侵害を行う者が存しなければ、誘引侵害責任が発生しないと判示し、AkamaiⅡ判決を

破棄し、差戻しを命じた561。 

 AkamaiⅡ判決の問題点について、連邦最高裁は、全ての工程が実施されてはじめて方法発

明を侵害することになり、また、Muniauction判決によれば（その妥当性はさておき）、全

ての工程が実施されるというためには、各工程を同一の主体に帰責する必要があると述べ、

侵害ではない行為を誘引しても第 271 条(b)により侵害責任が認められ得るとする CAFC の

 
557 Restatement (Second) of Torts § 491 cmt. c (1965)を引用して、以下四つの成立要件を挙げた。 

“[W]hen there is (1) an agreement, express or implied, among the members of the group; (2) a common purpose to be 

carried out by the group; (3) a community of pecuniary interest in that purpose, among the members; and (4) an equal 

right to a voice in the direction of the enterprise, which gives an equal right of control.” (Id. at 1349.) 

558 Id. at 1348–49. 

559 Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 572 U.S. 915 (2014). 

560 See Epic Sys. Corp. v. McKesson Tech., Inc., 133 S. Ct. 1520 (2013) (dismissing the petition for writ of certiorari 

in McKesson following settlement). 

561 Id. at 915–16. 
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考え方は、方法発明を侵害する行為とは何かを根本的に誤解しており、第 271条（a）と第

271条(b)とで異なる侵害判断基準を採用すべきではないと批判した562。 

 なお、第 271条(b)に関して連邦最高裁の捉え方をとると、容易に侵害責任を回避できる

という反論について、連邦最高裁は、そのような問題は第 271 条(a)に関する Muniauction

判決の捉え方に起因するものであって、第 271条(b)に関する基本原則を変えることは正当

化できないと説いた563。Muniauction判決の妥当性の再検討を求める申立てについては、上

告理由ではないとして判断を控えたものの、差戻審において取り上げることができると指

摘した564。 

（５）2015年 CAFCパネル判決（AkamaiⅣ判決）565  

 差戻審では、再び第 271 条(a)が争点とされた。連邦最高裁が CAFC の考え方は第 271 条

(a)の成立範囲を過度に狭めている可能性があると示唆したにもかかわらず、CAFC は、BMC

判決と Muniauction判決に賛成しつつ、第 271条(a)に関しては代位責任原則だけが適用さ

れ得るとして、代理関係や契約上の義務付けが存する場合のほか、共同事業が成立する場合

 
562 Id. at 921–22. 

ただし、AkamaiⅡ判決に対する連邦最高裁の理解は実際の判決内容と相違するところがある。連邦最高裁の理

解によれば、AkamaiⅡ判決は、全ての工程が最終的に実行されていない場合でも、誘引侵害は成立し得ると解す

るものである（Id. at 922）。連邦最高裁が AkamaiⅡ判決を完全に理解したかどうかは不明であるという指摘について、

see Chisum, supra note 420, § 16.02. 

563 Id. at 926. 

564 Id. 

565 Akamai Technologies, Inc v. Limelight Networks, Inc., 786 F.3d 899 (Fed. Cir. 2015). 
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にも、直接侵害責任が発生すると判示した566。注目すべき点として、単一主体ルールの妥当

性及び第 271条(a)におけるコモンロー上の共同不法行為原則の適用可能性について、Linn

判事による多数意見と Moore判事による反対意見において、踏み込んだ議論がなされた。 

 Linn判事によれば、1952 年制定法を通じて、議会は、コモンロー上の共同不法原則に基

づく各侵害理論から二つの理論だけを選択して、第 271条(b)・(c)に定めた567。裁判所は、

議会の意図的な選択を尊重しなければならない568。それゆえ、寄与侵害責任に関する不法行

為法原則は、第 271条(b)・(c)に取り入れられたものに限って、特許法分野に適用すること

ができる569。言い換えれば、第 271条（a）においては、共同不法行為原則を適用すること

ができず、代位責任原則だけが含まれる。そのような捉え方は、単一主体ルールにも合致す

ると述べた。 

 それに対し、Moore判事によれば、1952 年制定法を経て、従来から特許権侵害責任を生じ

させ得る共同不法行為原則は全て条文に定められるようになった。すなわち、第 271条(b)・

(c)では誘引侵害と寄与侵害が規定されているのみならず、第 271 条（a）においては、

“whoever”を複数形で用いることにより、共同侵害に関する共同不法行為原則が取り入れ

 
566 Id. at 904–12. 

567 Id. at 906 (“In enacting § 271(b) and (c), Congress cleared away the morass of multi-actor infringement theories 

that were the unpredictable creature of common law in favor of two infringement theories that it defined by statute.”). 

568 Id. at 907 (“We must respect Congress' deliberate choice to enact only certain forms of contributory liability in 

§271(b) and (c).”). 

569 Id. (“Therefore, to the extent that tort law's contributory liability principles are applicable at all, § 271(b) and (c) 

embody the application of contributory liability principles to patent law.”). 
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られた570。それゆえ、第 271条（a）は、代位責任が認められる場合に限らず、複数主体の

協同行為により方法発明が実施され、共同不法行為責任が生じるような場合もカバーして

いると主張した571。Moore判事は、BMC判決と Muniauction判決が、先例から逸脱して単一

主体ルールを創出し、ひいては管理又は指示基準を立てることにより、特許権侵害責任の成

立する場面を極めて制限し、広範な特許発明の価値を著しく低下させたと批判した572。共同

事業の考え方について、代位責任原則というより共同不法行為原則に近いと指摘し573、また、

Golden Hour判決と抵触するため、それを採用するには大法廷の判断が必要であると述べた

574。 

（６）2015年 CAFC大法廷判決（AkamaiⅤ判決）575 

 三ヶ月後に、CAFC は、AkamaiⅣ判決を覆し、再度大法廷判決を下した。そこで、直接侵

害の判断枠組みが以下のように説明された。すなわち、第 271条の下に直接侵害が成立する

 
570 Id. at 925 (“[T]he 1952 Patent Act codified all of [the pre-1952 principles]. In §§ 271(b) and (c), it codified 

certain grounds for induced and contributory infringement. And in § 271(a), by using the plural term ‘whoever’, it 

codified the common law rule that two parties who act in concert pursuant to a common plan or design to perform a 

claimed method are liable for joint infringement.”). 

571 Id. at 931 (“Section 271(a) covers direct infringement, which occurs when all the steps of the method are performed 

either by a single entity or multiple entities acting in concert or collaboration, jointly, or under direction or control.”). 

572 Id. at 917–19. 

573 Id. at 928 n.5 (“[T]he majority's joint enterprise standard is more akin to joint tortfeasor than agency. It is discussed 

as a form of ‘vicarious liability’. However, like other forms of joint tortfeasor liability and unlike agency or contract 

obligation, it creates joint and several liability among the participants of the joint enterprise.”). 

574 Id. at 931. 

575 Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020 (Fed. Cir. 2015). 
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ためには、特許方法の全ての工程が単一主体により実施され、又は単一主体に帰責できる必

要がある。具体的に、１）他人の行為を指示又は管理している場合、又は、２）他人と共同

事業を形成している場合において、他人の行為を単一主体に帰責できるとした576。 

 場合１）について、指示又は管理の有無を判断する際に、代位責任577の一般的原則を考慮

すべきであるとした578。ただし、代理又は契約関係が存する場合のみならず、被疑侵害者が、

ある活動への参加又は利益の受領について、特許方法に係る一つ以上の工程の実行をその

条件とし（要件①）、かつ、当該実行の方法又はタイミングを設定する（要件②）場合にも、

当該被疑侵害者に他者の行為を帰責することができ、直接侵害責任が生じると判示した579。

なお、上記の二要件テストを正当化するために、著作権侵害に関する Grokster判決580を引

用し、直接侵害を中止させ又は制限する権利及び能力を有するならば、直接侵害から利益を

享受する者は代位的に侵害責任を負うという判例法理を述べた581。 

 
576 Id. at 1022. 

577 分割侵害の場合に侵害行為を行う者がいないため、“vicarious liability”との文言を用いることは適切ではない

ものの、如何なる場合に第三者の行為を被疑侵害者に帰責できるかという問題意識が共通するため、代位責任原

則を管理又は指示基準の根拠としてきたと指摘した。Id. at 1022 n.2. 

578 Id. at 1022. 

579 Id. at 1023 (“We conclude, on the facts of this case, that liability under § 271(a) can also be found when an alleged 

infringer conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented 

method and establishes the manner or timing of that performance.”). 

580 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005). 

581 Id. 
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 場合２）について、共同事業を形成する各主体は、他の主体の行為について責任を負うた

め、特許権を侵害する単一主体と評価されると指摘した582。共同事業の成立要件として、『リ

ステイトメント（第二次）不法行為法』を引用して次の四点を挙げた583。すなわち、①グル

ープメンバー間の明示的な又は黙示的な合意、②グループにより実現されるべき共通の目

的、③メンバー間の当該目的における共通の金銭的利害、④同等な管理権を与えるほどの共

同事業の指揮に関する同等な権利、である。 

 最後に、全ての工程が単一主体に帰責できるか否かは具体的な事実関係に基づいて検討

すべきであるとして、将来、「帰責の法理（principle of attribution）」は異なる場面に

用いられ得ると付言し584、本件の事実関係に照らして以下の認定を行った585。まず、

Limelightが全ての顧客に対して標準契約の締結を求め、同契約において Limelightサービ

スを利用する条件として顧客がタギング工程を行うことを要求したことから、要件①が充

足されると判断した。次に、契約の締結が完了し次第、Limelightがタギング工程を行うた

めのホスト名をユーザーに配ったり、顧客に対してステップバイステップの説明を提供し

たりする場合もあること、顧客が特定の工程に従わなければ、サービスを利用できないこ

と、及び、Limelightのエンジニアが継続的に顧客の作業に関与している等の事情を考慮し

て、顧客は単に Limelightからガイダンスを受けて、独自に行動しているとは言えないとし

 
582 Id. 

583 Id. 

584 Id. 

585 Id. at 1024–25. 
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て、要件②も充足されると判断した。したがって、Limelightは顧客による方法工程の実行

を指示又は管理する者として、直接侵害の責任を負うと結論付けた586。 

（７）まとめ 

 Akamai事件では、単一主体ルール587を維持すべきか、また、第 271条（a）にコモンロー

上の共同不法行為原則の適用余地があるかという二つの問題をめぐって、激しい議論がな

された588。AkamaiⅠ判決は、黙示的な合意ではなく、正式な契約関係を要件とすることによ

 
586 Id. at 1025. 

587 BMC 判決は単一主体ルールを確立した先例と位置付けられるものの、そこでは“single-entity rule”という文言

が使われていない。明確な定義付けが欠けるため、それ以降の判例では単一主体ルールの具体的な内容につき

異なる理解が示された。そのうち、①オールエレメントルールと絡めて、方法発明の直接侵害が成立するには単一

主体が全ての工程を実施しなければならないという理解が最も基本的な捉え方であり、それに加え、②管理又は指

示基準や帰責の法理を単一主体ルールに取り込むという理解もある。前者の捉え方をするものとして、see Akamai 

Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301, 1347 (Fed. Cir. 2012) (J. Linn dissenting) (“Because of 

the strict-liability nature of direct infringement, this court has limited direct infringement liability ‘to those who practice 

each and every element of the claimed invention’, ... i.e., the ‘single entity rule’.”) (citations omitted). 後者の理解に

立つものとして、see McKesson Info. LLC v. Epic Sys. Corp., No. 2010-1291, 2011 U.S. App. LEXIS 7531, at *38 (Fed. 

Cir. Apr. 12, 2011) (J. Newman dissenting) (describing the single-entity rule as requiring “a single entity who performs 

or controls or directs every step of the claimed method”); Akamai Technologies, Inc v. Limelight Networks, Inc., 786 

F.3d 899, 909 (Fed. Cir. 2015) (“Under the principles of vicarious liability, direct infringement does not occur unless 

all steps of a method claim are performed by or attributable to a single entity. This is the single entity rule.”). 

588 とりわけ、2012年の大法廷審理に至っては異なる分野から法廷助言者(amici curiae)の意見が集められた。例え

ば、バイテックと医薬分野の利益関係者は、第 271 条（a）の文言から単一主体ルールが導かれないこと、コモンロ

ー上の共同不法行為原則に従って侵害責任を認定すべきであること、単一主体ルールに起因する抜け穴がバイ

テックと医薬分野における研究開発を妨げること等を理由に、単一主体ルールに反対している（see Brief of 

Biotechnology Industry Organization as Amicus Curiae Supporting Neither Party, 2011 WL 3101890, at *7–15）。他
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り、共同謀議等の共同不法行為原則を共同侵害法理から切り離した589。最終的に、AkamaiⅤ

判決は、単一主体ルールを支持し、第 271条（a）では代位責任原則のみが適用され得ると

いう結論に至ったところ、その理由については、AkamaiⅡ判決の反対意見と AkamaiⅣ判決

の多数意見が示唆に富む。すなわち、1952 年以前、複数者が特許権侵害に関与する場合、

直接侵害行為を行っていない者に対して責任を追及するために、コモンロー上の共同不法

行為原則を特許法分野に適用することにより、判例上寄与侵害法理が発展してきた。しかし

ながら、コモンローを適用する際に、裁判所の間ではばらつきが生じており、予測可能性を

欠くという問題があった。そこで、議会は、1952 年制定法を通じて、意図的にコモンロー

上の共同不法行為原則から特定のものを選び、第 271条（b）・（c）に定めた。そのような

立法意図を尊重する必要があるため、第 271条（b）・（c）に該当しなければ、裁判所とし

ては共同不法行為原則を適用することが許されない。言い換えれば、第 271条（a）にいう

“whoever”は、単一主体を意味しており、同条では“joint liability”が排除されると解

 
方、消費者団体とソフトウェア会社は、善意の第三者に侵害責任を負わせるべきではないこと、共同不法行為原則

の適用は第 271 条の条文構造と合致しないこと、侵害責任の成立範囲を拡張すると特許非実施主体（non-

practicing entities）が不当に利益を獲得できること等を理由に、単一主体ルールを維持すべきと争った（see Brief of 

Electronic Frontier Foundation as Amicus Curiae in Support of Defendant, 2011 WL 3796789, at *15–19; Corrected 

Brief of Cisco Systems et al. as Amicus Curiae in Support of Defendant, 2011 WL 4438649, at *4–5, *11–22）。各利

益関係者の意見を紹介するものとして、see Josh Rychlinski, Interactive Methods and Collaborative Performance: A 

New Future for Indirect Infringement, 20 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 215, 228–232 (2013). 

589 See Oswald, supra note 343, at 45. 
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すべきである。それに対して、コモンロー上の代位責任原則は、成文法前と同様に適用され

得るため、共同侵害法理の根拠とするに支障はない（表２参照）。 

コモンロー 

特許法分野 

1952 年前 1952 年法の規定 

1952 年以降の

法解釈 

共同不法

行為原則 

共同謀議等 直接責任 

寄与侵害法理 

− − 

幇助・教唆 二次的責任 
→第 271条

（b）・（c） 

第 271条

（b）・（c）に

限る 

代位責任

原則 

コンロトール

等 
二次的責任 共同侵害法理 

表 2 

 また、管理又は指示基準の厳格さによる不都合を解消するために、判例上、大きく分けて

四つのアプローチが提示された590。第一に、単一主体ルールを踏襲しつつ、代理関係のほか、

契約関係にも着目して管理又は指示基準を柔軟化させようとする AkamaiⅠ判決である。第

二に、第 271条（b）との関係で単一主体ルールを否定し、全ての工程が実行されていれば

誘引侵害を認めようとする AkamaiⅡ判決である。第三に、単一主体ルールを否定しつつ、

 
590 W. Keith Robinson, Economic Theory, Divided Infringement, and Enforcing Interactive Patents, 67 Fla. L. Rev. 

1961, 1995–2014 (2015). 
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共同不法行為原則を適用して各主体における責任分担を決めようとする、AkamaiⅡ判決に

おける Newman 判事の提案である。第四に、単一主体ルールと管理又は指示基準を維持し、

共同事業という新たな類型を加えようとする AkamaiⅡ判決における Linn 判事の提案及び

AkamaiⅣ判決である。2015年の AkamaiⅤ判決は、第四の提案を採用した上で、二要件テス

トを提示することにより管理又は指示基準を緩やかに捉えようとするものと考えられる。

二要件テストを設ける意義を理解するためには、Akamai 事件以降の判決を検討する必要が

ある。 

３.１.４ Akamai事件以降 

 AkamaiⅤ判決が二要件テストを確立した後、CAFC は、ネットワーク分野のみならず、バ

イオテック等の分野にも591、同基準を適用してその明確化を図ろうと試みた。また、問題と

なる被疑侵害者の行為類型は、Akamai事件と McKesson事件のように、複数主体による方法

発明の分担実施を誘引するような非実行者（non-performer）のパターン、及び、直接的に

方法発明の分担実施に参加するような一部実行者（partial performer）のパターンに分け

られる。 

（１）Mankes事件 

 AkamaiⅤ判決が出された直後の Mankes事件592では、同判決の位置付けが示された。一審

裁判所は、AkamaiⅤ判決前の判断基準に基づいて、他の主体が被告の代理人ではなく、被告

 
591 本文に挙げたもののほか、see also Medgraph, Inc. v. Medtronic, Inc., 843 F.3d 942 (Fed. Cir. 2016). 

592 Mankes v. Vivid Seats Ltd., 822 F.3d 1302 (Fed. Cir. 2016). 
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により一部の工程の実施が要求されるという事情もないとして、他者の行為を被告に帰責

することができないと結論付けたところ、CAFC は、AkamaiⅤ判決は、従来の厳しい判断基

準を緩和して、帰責できる場面を拡張したと位置付けた上で、過去の狭い基準に依拠した地

裁判断を破棄し、差戻しを命じた593。ただし、AkamaiⅤ判決が帰責範囲をどこまで広げたか

について、本件では判断する必要はないとした594。 

（２）Eli Lilly事件 

 その後、Eli Lilly事件595において、CAFCが初めて二要件テストを適用して侵害成立の判

断を下した。事案の概要は次のとおりである。本件方法クレームによれば、医薬品を投与す

る前に、葉酸及びビタミン B12 等の投与が必要とされ、問題となる後発医薬品のラベルに

は、葉酸及びビタミン B12の投与に関する指示があった。後発医薬品のラベルが医師による

直接侵害の誘引に当たるかが争われたところ、前提問題である直接侵害を証明するために

は、医師が患者の服用行為を指示又は管理しているのかを判断する必要がある。 

 二要件テストの要件①を判断するに当たって、「条件付け（condition）」に関する示唆

的な説明がなされた。ガイダンス又は指示だけでは条件付けを証明できないという被告の

主張について、CAFC はそれに賛成しつつも、患者が指示に従わなければ医師は自分の裁量

 
593 Id. at 1305 (“The court ... broaden[ed] the circumstances in which others' acts may be attributed to an accused 

infringer to support direct-infringement liability for divided infringement, relaxing the tighter constraints on such 

attribution reflected in our earlier precedents and in the three previous rulings for Limelight on direct infringement.”). 

594 Id. 

595 Eli Lilly and Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017). 
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で治療の提供を中断できることを理由に、本件における医師の行為はガイダンス又は指示

にとどまらないとした596。くわえて、条件付けは、医師が指示の遵守を確認し又は治療を中

断すると脅かすことまで求めるものではなく、法的義務や不可避的な技術的前提が課され

る場合に限定されないと判示した597。二要件テストの充足と直接侵害の成立を肯定した上

で598、医薬品ラベルには葉酸投与の原因や重要性に関する指示と警告があり、当該ラベルは

文面上明確であって、侵害を奨励又は推奨するものに当たるとして、誘引侵害の成立を肯定

した599。最後に、本件では、単に医者と患者という関係が存することから帰責が認められる

わけではないと指摘し、具体的な事実関係を考慮すべき旨を強調した600。 

（３）Travel Sentry事件 

 Travel Sentry事件601において、CAFCは、Akamai事件におけるサービス提供者と顧客と

の関係や Eli Lilly 事件における医者と患者との関係と違って、本件ではパートナーシッ

プのような関係があることを認識しつつも、これらの事案の共通点は、「一定の利益を得よ

うとする第三者は、被告が設定した特定の工程を実行しなければならず、また、当該者が、

 
596 Id. at 1366. 

597 Id. at 1367. 

598 要件②について、医薬品のラベルが、葉酸の服用だけではなく、具体的な用量や服用期間までも患者に伝え

るよう医師に指示していたことを考慮して、充足と認定した。 

599 Id. at 1368–69. 

600 Id. at 1367–68. 

601 Travel Sentry, Inc. v. Tropp, 877 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2017). 
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被告の指定した条件に従ってそれを実現した」602ところにあると指摘し、二要件テストにつ

いて、とりわけ「活動（activity）」と「利益（benefit）」の捉え方を詳しく検討した。 

 本件発明はデュアルアクセスロックを通じて航空会社の手荷物検査を改善する方法であ

る。その技術的効果は、手荷物が施錠されても、米国運輸保安局（TSA）の検査員は専用の

マスターキーを用いて荷物を検査することができる点にある。Travel Sentryは、デュアル

アクセス機能の TSAロックを開発し、TSAとの間に MOU（了解覚書）603を締結した。方法ク

レームにおける最後の二つの工程が TSAにより行われているため、Travel Sentryの行為が

直接侵害に当たるかが争われた。 

 CAFCは、AkamaiⅤ判決と Eli Lilly判決を振り返って、両判決は条件付けの対象となる

「活動」・「利益」を正確に捉えることの重要性を示したと述べた後604、本件事案を踏まえ

て、活動及び利益の意味を以下のように認定した。まず、活動について、地方裁判所は荷物

検査一般と解したのに対し、CAFCは、MOUの目的に基づいて、Travel Sentryの提供したマ

スターキーで開けられる荷物を検査することと解釈した605。地裁判決の捉え方は不当に広

いものであって、そのように一般化すると Akamai事件でも直接侵害が認められなくなると

 
602 Id. at 1380 (“[A] third party hoping to obtain access to certain benefits can only do so if it performs certain steps 

identified by the defendant, and does so under the terms prescribed by the defendant”). 

603 同文書によれば、TSA はマスターキーを受領して手荷物検査場に配布する義務を有するものの、マスターキー

を使って受検中の荷物を開け、検査後に再施錠することについては努力義務だけが定められている。他方、Travel 

Sentry は 、TSA に必要なトレーニング資料や付加的なマスターキーを提供する義務がある。いずれの当事者も他

方の当事者に対する通知をもってMOUを終了することができる。 

604 Id. at 1380. 

605 Id. at 1381. 
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批判した606。他方、利益について、地裁判決の考え方607は狭すぎると批判した。TSAが MOU

を締結した事実は、何らかの利益が得られることを暗示しており、このような利益が無形で

あるか有形であるかは問われない、とした608。本件では、ロックを破壊することなく、識別

可能な荷物をマスターキーで開けることが利益に当たると判断した609。結論として、二要件

テストが充足され610、原審の非侵害の略式判決は間違っていると判断し、本件を地裁に差し

戻した611。 

３.２ 物の発明に関する判例 

 上述のように、方法発明をめぐって早期の管理又は指示基準から最近の二要件テストを

特徴とする帰責の法理まで、判例が方法の実施に関与する複数者のうちの特定の主体に侵

害責任を負わせることの正当化根拠を発展させ続けてきた。他方、従来から、裁判所は方法

 
606 Id. 

607 原審では、特許権者はクレームの減少、荷物の安全性に関する社会的要請の充足等を利益として主張したも

のの、地方裁判所は、TSA が荷物の検査を行うのは、議会に検査を義務付けられているからであり、無形の利益の

ためではないとして、それを認めなかった。 

608 Id. at 1382. 

609 Id. 

610 要件①にいう「条件付け」の有無について、本件では、特許方法における最後の二つの工程が「活動」そのもの

と同一の広がりを持ち、それを実施しなければ「利益」を得ることができないとして、それを肯定した。要件②につい

て、MOU に実行すべき特定の工程が定められており、Travel Sentry が手荷物の識別に関する練習用道具を提供

していること等を考慮して、充足と判断した。 

611 Id. at 1386. 
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発明と物の発明（とりわけシステムの発明）を峻別して、後者に関して「使用」の意味を緩

やかに解釈してきた。 

 代表例である Centillion事件612では、異なる主体がシステムの発明の各構成要素を所有

する場合における特許権侵害の成否が問題となった。本件発明は、通話データを処理して、

パソコンに適した形式でユーザーに配信するためのシステムの発明であり、サービスプロ

バイダーの所有する「バックエンド」システムとユーザーの所有する「フロントエンド」シ

ステムからなる。被告の運営するシステムは、バックエンドシステムとユーザーがパソコン

にインストールするためのアプリケーションから構成される。また、ユーザーは、アプリケ

ーションをインストールせずに、データを利用することもできる。 

 CAFCは、まず、第 271条（a）における「使用」の定義につき解釈を行った NTP判決613を

引用して、特許権侵害を構成するシステムの「使用」というためには、「特許発明をサービ

スに供しなければならず、すなわち、システムを全体としてコントロールし、そこから利益

 
612 Centillion Data Systems, LLC v. Qwest Communications International, Inc., 631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011). 

613 NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005). 

 本件発明は、メールサーバから転送されたメールを配信サーバが無線ネットワークを介して端末に送信するシス

テム及び方法に関するものであって、米国外に置かれている被告システムの一部が方法発明を分担して実施して

いるため、第 271 条にいう「米国内において…使用する」に該当するかが争点の一つとされた。CAFC は、システム

の発明と方法発明を区別して、システムの発明の使用地はシステムをコントロールして利益を享受した場所であっ

て、一部の構成要素が米国外にあっても問題とならないと判示する一方、方法発明について全ての工程が米国内

で実行される必要があると述べた。 
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（benefit）を享受している」614必要があると述べた。さらに、NTP事件のように、全ての構

成要素に対して物理的な又は直接的なコントロールを行わなくても、特許発明の目的に従

って各構成要素を全体として利用していれば、システムの使用に当たると指摘した615。 

 上記の判示を踏まえて、CAFC は、本件では、ユーザーによる操作がなければバックエン

ドシステムでの処理が始まらないとして、ユーザーがシステムを使用していると判断した

616。他方、被告は、ユーザーの保有するパソコンにおける処理手段をサービスに供していな

いから、システムを使用しているとはいえず、また、被告の提供するアプリケーションを利

用するかどうかはユーザー自身が決定しているから、ユーザーの行為につき代位責任を負

うべきではないと判断した617。最後に、第 271条（a）にいう「生産」について、システム

の「生産」というためには、全ての構成要素を組み合わせる必要あると判示して、本件では、

システムを完成させたのは、被告ではなくユーザーであると結論付けた618。 

 このように、システムの発明に関しては、独立した複数主体がそれぞれ一部の構成要素を

保有する場合でも、「使用」について規範的な解釈がなされたため、侵害は成立し得る。

 
614 Id. at 1284 (“We hold that to ‘use’ a system for purposes of infringement, a party must put the invention into service, 

i.e., control the system as a whole and obtain benefit from it.”). 

615 Id. 

616 Id. at 1285–86. 

617 Id. at 1286–87. 

618 Id. at 1288. 
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Akamai 事件以降、システムの発明と方法発明を峻別する慣行が存続するものの619、システ

ムの発明に関する「使用」の概念を狭く解釈する動きがみられると指摘された620。例えば、

2017 年の Intellectual Ventures 事件621では、CAFC は、Centillion 判決は被疑侵害者が

個々の構成要素から利益を得たことを要求していないという地裁の判断を退け、「システム

の使用というためには、クレームにおける各構成要素をコントロールし（間接的でもよい）、

かつ、利益を享受しなければならない」622と説いた。 

３.３ ソフトウェアに関する判例 

 最後に、ソフトウェアを通じて方法発明が実施される場合、ソフトウェア自体又はソフト

ウェアの組み込まれた設備等（以下「ソフトウェア関連製品」という。）を提供する行為が

方法発明の直接侵害に当たるかという問題について、既に少し触れたが623、裁判所の立場を

明らかにするため、改めて説明する。 

 
619 See, e.g., Lyda v. CBS Corporation, 838 F.3d 1331, 1339 (Fed. Cir. 2016) (stating that “cases have applied joint 

infringement to method claims and not system claims” and citing the Centillion case as “analyzing system claims under 

a different framework”). 

620 See W. Keith Robinson, Using Interactive Inventions, 69 DePaul L. Rev. 95, 132–33 (2019). 

621 Intellectual Ventures I LLC v. Motorola Mobility LLC, 870 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2017). 

622  Id. at 1329 (“[T]o use a system, a person must control (even if indirectly) and benefit from each claimed 

component.”). 

623 本章３.１.２（２）参照。 
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 （１）ソフトウェア自体の販売等に関する判例 

 まず、2008 年の Ricoh 事件624では、ソフトウェアとプロセスの区別が言及された。本件

では、方法発明を実施するための被疑侵害製品にダウンロードされるソフトウェアを販売

又は販売の申し出をする行為が直接侵害に当たるという主張について、CAFC は、ソフトウ

ェアとプロセスを混同するものと批判し、「ソフトウェア自体は一連の動作ではなく、むし

ろ、一連の動作を実行するようハードウェアに対して指示を与えるための一連の命令であ

る」625と指摘した。そのため、方法発明の実行に関する指示の含まれたソフトウェアを販売

又は販売の申し出をする行為は第 271条(a)において侵害とならないと判断した626。 

 （２）ソフトウェア関連製品の販売等に関する判例 

 2010 年の SiRF事件627では、ソフトウェア関連製品がユーザーの所有に置かれても、ソフ

トウェアにより自動的に実行される工程はその開発者が行ったものと評価された。本件発

明の各工程は、SiRF の管理するサーバーとユーザーの保有する GPS 製品において行われて

いる。具体的に、サーバーが GPS 衛星情報に基づき拡張されたエフェメリス予測ファイル

（以下「ＥＥデータ」という。「EE」は“extended-ephemeris”の略語である。）を生成し、

それを GPS受信機に転送した後、GPS受信機に内包される SiRF製チップ・ソフトウェアが

 
624 Ricoh Co., Ltd. v. Quanta Computer Inc., 550 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2008). 

625 Id. at 1335 (“[S]oftware is not itself a sequence of actions, but rather it is a set of instructions that directs hardware 

to perform a sequence of actions.”) (citations omitted). 

626 Id. 

627 SiRF Technology, Inc. v. International Trade Commission, 601 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2010). 
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自動的に、ダウンロードされたＥＥデータを用いて特定の工程を行う。SiRF が、ＥＥデー

タに基づく工程が実行される前提として、ユーザーが GPS 受信機をインターネットに接続

し、ＥＥデータが転送できるように機能設定を行う必要があるから、かかる工程を自ら行っ

ていないと争ったところ、CAFC は、特定の工程を実行できるように GPS 受信機を設定・起

動することがクレームに記載されておらず、また、技術的条件さえ整えば、ＥＥデータを用

いるようプログラムされている SiRF製チップ・ソフトウェアは自動的に特定の工程を行い、

ユーザー等が SiRF製チップ・ソフトウェアの機能を変更することができないとして、SiRF

こそが問題となる工程に関与し、本件発明を使用する単一主体に当たると結論付けた628。 

 他方、2014 年の Ericsson事件629では、SiRF判決をもって、被疑侵害者が特許方法を実行

できる製品を販売すれば一律に直接侵害責任が認められると解することはできないと示さ

れた。本件は、Wi-Fiに関する標準必須特許を有する Ericssonが、802.11(n)標準規格に符

合するソフトウェア関連製品を生産・販売する D-Link を特許権侵害で訴えた事案である。

地方裁判所は、ユーザーが何ら変更もせずに被告製品を使用し特許方法を実行しているか

ら、SiRF判決に鑑み、被告が直接侵害者に当たるとした。それに対して、CAFCは、D-Link

の管理する製品により一部の工程が自動的に行われる SiRF事件と異なって、本件では、方

法発明における全ての工程が最終製品において実行され、かつ、当該製品が第三者の支配の

下にあるから、SiRF判決を適用すべきではないとした630。CAFCによれば、単に方法全体を

 
628 Id. at 1330-31. 

629 Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014). 

630 Id. at 1221-22. 
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実行するための最終製品の販売をもって方法クレームに対する直接侵害を認めた判例がな

く631、方法発明の直接侵害者が各工程を実際に行う必要があるとした Ricoh 判決が裁判所

の一般的な立場を示している632。結論として、D-Link が自ら各工程を実行し又はユーザー

を管理・指示していることに関する証拠がないため、直接侵害は成立しないと判断した633。 

 （３）まとめ 

 以上をまとめると、米国では、方法発明に係る特許権の直接侵害というためには全ての工

程を実行する必要があり、ソフトウェアを販売等するだけでは直接侵害が成立せず、他方、

被疑侵害者が方法工程を自動的に実行できるソフトウェア関連製品を自分の管理下に置く

場合、例外的に各工程を実行していると評価され得る。それ以外の場合、自ら方法発明を実

施しているとは言えず、帰責の法理に従って直接侵害を認定する必要がある。 

３.４ 学説の概況 

 本節では、BMC 事件及び Akamai 事件という二つの代表的な事案を境界線に、以下四つの

段階に分けて、米国における学説の動向を概観する。 

（１）BMC事件前の議論の状況 

 この時期における学説では、直接侵害に関して all elements ruleが当てはまるととも

に、間接侵害に関しては直接侵害の存在が前提とされることに起因して、行為者が方法発明

 
631 Id. at 1222. 

632 Id. at 1221. 

633 Id. 
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の各工程を分担して実施する場合、現行特許法制度に抜け穴が存することが共通の問題意

識とされる634。 

 2000 年代初頭になって初めて分割クレームに関する判例635が現れたため、初期では、古

典的な方法発明（とりわけ物の生産が伴う方法発明）について関心が持たれ、論者は、過去

の事案を「業者対業者（Company/Company）」及び「業者対顧客（Company/Customer）」と

いう二つの類型に整理した上で、認識という主観的要件の下で方法発明における大半の工

程を行った業者に対して直接侵害責任を追及すべきと主張した636。他方、分割クレームの問

題に意識した論者は、ネットワーク分野の背景においては、方法発明の実施に関わる各行為

者（例えば、クライアントとサービス・プロバイダーが代表的である）の間に代理関係がな

く、又は関連性が乏しい事態が生じるため、特許権の保護が不十分であると指摘する一方637、

クレームドラフティング上の工夫を呼び掛けている638。 

（２）BMC事件をめぐる議論の状況 

 管理又は指示基準が打ち出されたこの時期では、対等な当事者契約という BMC 判決によ

り作られた抜け穴に如何に対応できるかが、議論の中心となった。その際、善意の第三者を

 
634 See Lemley et al., supra note 489, at 256; Gerdelman, supra note 467, at 2003. 

635 Applied Interact, LLC v. Vermont Teddy Bear Co. Inc., No. 04 Civ. 8713(HB), 2005 WL 2133416 (S.D.N.Y. Sept. 

6, 2005); Hill v. Amazon.com, Inc., No. 2:02-CV-186, 2006 WL 151911 (E.D. Tex. Jan. 19, 2006). 

636 See Gerdelman, supra note 467, at 201–18. 

637 See Lemley et al., supra note 489, at 256–60. 

638 Id. at 282–83. 
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紛争に巻き込むことなく、また、間接侵害規定の意義を没却させないように、政策的配慮を

なすことに留意が必要と指摘された639。 

 多数説640は、コモンロー上の共同不法行為原則の適用を主張し、具体的には民事共謀を根

拠としている。そして、共同侵害の成立要件として、共謀者の行為を合わせてみれば方法発

明の全工程を実施する効果が生じること、各工程を分担することにより特許権侵害を回避

しようとする意図、当事者の間における意思の共通性が挙げられている641。ただし、同説の

デメリットは、善意の第三者がいれば侵害が否定されるため、「業者対顧客

Company/Customer」というパターンに対応し難いと指摘される642。それに対して、管理又は

指示基準の厳しさを緩和させようとする少数説は、著作権法分野の代位責任法理を転用す

ること643、又は、従来の一定の関連性基準と参加及び行為の結合基準を採用すること644を提

案している。そのほか、人的な関係だけではなく、特許方法の技術的思想を実質的に利用し

ているかどうかを基準とする学説もある645。同説の特徴は、特許方法を実行できるソフトウ

 
639 See Dokhanchy, supra note 361, at 167; Truong, supra note 457, at 1926; Abn, supra note 511, at 175; Larsen, 

supra note 458, at 71. 

640 See Dokhanchy, supra note 361, at 165–66; Truong, supra note 457, at 1922–24; Larsen, supra note 458, at 62–70. 

641 See Truong, supra note 457, at 1924–26; Dokhanchy, supra note 361, at 165. 

642 See Gupta, supra note 453, at 69. See also Ben Aiken, Note, Eliminating the Single-Entity Rule in Joint Infringement 

Cases: Liability for the Last Step, 101 Va. L. Rev. 193, 209 (2015) (criticizing that civil conspiracy is an ultimately 

flawed approach because “looking to theories of joint and several liability requires first presuming the harm the theory 

is supposed to prove and, second, applying negligence tort theories to a strict liability statute.”). 

643 See Abn, supra note 511, at 172–75. 

644 See Dokhanchy, supra note 361, at 159–163; Greskowiak, supra note 484, at 410. 

645 See Wu, supra note 453, at 442. 
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ェアを開発・販売する行為を第 271条にいう生産・販売と評価することにより、侵害責任を

追及できる点にある646。 

（３）Akamai事件をめぐる議論の状況 

 Akamai 事件により分割侵害の話題が盛り上がった同時期、議会又は裁判所の権限により

管理又は指示基準から生じる抜け穴を如何に封じるかについて議論が続いたほか、単一主

体ルールを破棄すべきかという論点も取り上げられている。 

 まず、単一主体ルールを覆し、方法発明における最後の工程を行う者を直接侵害者と評価

する説647があり、方法発明を物の発明と同様に扱うことができる点が特徴である648。ただし、

同説によれば、善意のエンドユーザーが侵害責任を負うことになりかねず、また、交互型特

許に関わる技術分野では最後の工程を実行する者が判別し難いという問題がある649。他方、

単一主体ルールを維持し、立法により 1952 年制定法の不足点を修正しようとする説は、加

担犯に関する刑法規定650を参考にするほか651、特許権及び全体の行為に対する認識を要件と

する新たな権利侵害類型を加えることも提案している652。総じて言えば、行為者間における

 
646 See Wu, supra note 453, at 456–61. 

647 See Aiken, supra note 642; Moore, supra note 452. 

648 See Aiken, supra note 642, at 224–25; Moore, supra note 452, at 849–50. 

649 Jingyuan Luo, Shining the Limelight on Divided Infringement: Emerging Technologies and the Liability Loophole, 

30 Berkeley Tech. L.J. 675, 720 (2015). 

650 18 U.S.C. § 2(b) (“Whoever willfully causes an act to be done which if directly performed by him or another would 

be an offense against the United States, is punishable as a principal.”). 

651 See Oswald, supra note 343, at 67. 

652 See Grow, supra note 351, at 40–41. 
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人的な関係を重視するアプローチを緩和しながら、主観的要件を設けることにより善意の

第三者にも配慮しているという共通の特徴がみられる653。 

（4）Akamai事件以降の議論の状況 

 近年、個別化医療（personalized medicine）やモノのインターネット（Internet of Things）

等の領域において交互型特許発明の保護問題が注目される一方654、物の発明と方法発明と

が峻別されることについて反対意見が示され、発明のカテゴリーにかかわらず、第 271 条

（a）及び分割侵害の文脈で同様の取り扱いをなすべきという主張がある655。要するに、方

法発明について、侵害が生じる場面を各工程が実際に行われているという事態に限定すべ

きではなく、システムの発明の場合と同様に「使用」を規範的に解釈する余地があるという

問題意識が窺われる656。 

 さらに、代位責任原則に依拠する AkamaiⅤ判決の妥当性も問われている。その理由の一

つは、責任の転嫁（shift of liability）に関する代位責任原則は、不法行為を行った主体

が欠ける分割侵害の場合に相応しくないからと指摘される657。同論者は、特許法分野におい

て実施者と非実行者との区分が形式的であることを批判している。すなわち、裁判所が方法

 
653 See Luo, supra note 649, at 721. 

654 Robinson, supra note 620; Rachel E. Sachs, Innovation Law and Policy: Preserving the Future of Personalized 

Medicine, 49 U.C.D. L. Rev. 1881 (2016); Ping-Hsun Chen, The Federal Circuit's Efforts to Save Interactive 

Technology Patents, 27 ALB. L.J. Sci. & Tech. 32 (2017). 

655 Timothy R. Holbrook, Method Patent Exceptionalism, 102 Iowa L. Rev. 1001, 1052–1061 (2017). 

656 Id. at 1032–1033, 1049. 

657 Karshtedt, supra note 362, at 595. 



 
212 

発明の「使用」を工程の物理的な実行と硬直的に解した結果、非実行者の場合については厳

しい主観的要件の課される間接侵害責任しか追及できない一方、一部実行者が関わる分割

侵害の場合に関しては、安定的な侵害判断基準の提示が困難であった658。そこで、同論者は、

刑法及び不法行為法に関するコモンロー原則を参照しつつ、他者の行為を被疑侵害者に帰

責する（imputation of acts）ための法理として、因果責任（causal responsibility）ア

プローチを提唱している659。すなわち、非実行者か一部実行者かを問わず、被疑侵害者が他

人の行為を引き起こし、それを通じて方法発明における全て又は一部の工程を実行した場

合、当該他人の行為を被疑侵害者が行ったものと同視し、方法発明を「使用」したと評価す

ることになる660。同説の特徴の一つは、非実行者に対しても直接侵害責任を追及することが

でき、特許権への認識といった主観的要件の証明が不要とされる点にある661。 

３.５ 小括 

 米国において、方法発明に係る分割侵害の問題は、立法及び司法という二つの方面に起因

する。まず、1952 年立法に際して、情報化時代に誕生する交互型特許方法及び複数主体が

かかる特許発明を分担して実施する事態を想定することができず、工業化時代に多発した

侵害態様が念頭に置かれ、寄与侵害法理の範囲は第 271条（b）・（c）に限定された662。そ

 
658 Id. at 586–597. 

659 Id. at 605–627. 

660 Id. at 627–641. 

661 Id. at 627–630. 

662 Robinson, supra note 508, at 101–03. 
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れゆえ、判例上、他のコモンローの共同不法行為原則を適用することができないとされた。

また、2007 年の BMC判決以降、直接侵害の成立に関しては単一主体ルールが貫かれており、

共同侵害法理に関してはコモンローの代位責任原則を参照して、代理又は契約関係及び共

同事業といった行為者間における人的な関係が重視された663。しかし、人的な関係だけに着

目するアプローチでは、Akamai 事件や Muniauction 事件のように、行為者間に共同意思が

なく、また、一方の行為主体が被疑侵害者の指示に従って一部の工程を実行するかどうかを

自由に決めることができる場合、被疑侵害者が依然として侵害責任を免れる664。二要件テス

トを設ける意義は、そのような抜け穴を解消するところにある665。他方、Centillion 判決

と Intellectual Ventures判決が示したように、物の発明に関しては、従来から、方法発明

と峻別されてきた。それゆえ、独立した複数主体がそれぞれシステムの一部を保有する場合

でも、「使用」を柔軟に解釈することにより侵害責任が認められている。なお、方法発明と

物の発明との関係については、近年、両者間の保護の格差を許容すべきか、その格差を如何

に縮小させるべきかにつき、学説上の議論666がある。 

 
663 Su, supra note 455, at 617. 

664 Grow, supra note 351, at 31; Robinson, supra note 508, at 100. 

665 ただし、二要件テストは、コモンロー上の代位責任原則に反し、著作権法上の判例により正当化できないという

批判がある。See Grow, supra note 351, at 32–34. 

666 See Robinson, supra note 620; Jason A. Rantanen, The Exceptional Nature of Method Claims/ A Response to 

Professor Holbrook, 102 Iowa L. Rev. Online 293 (2016-2017); Holbrook, supra note 655. 
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五 検討 

１ 各国の法制度に関する比較検討 

 本節では、複数人が関与する特許権侵害の問題への対応について、第二章から第四章まで

の説明を踏まえて、各国の状況を比べる。 

１.１ 議論の出発点 

 入り口の問題として、①直接侵害者は単一主体に限られるか、及び、②間接侵害が成立す

るには直接侵害の存在が前提とされるか、という二点が挙げられる。問題①について、米国

では、1952 年の制定法により、コモンローの共同不法行為原則の適用範囲が第 271条(b)・

(c)に限定されると解された結果、第 271条（a）において他の共同不法行為原則と絡めて直

接侵害を捉えることができなくなるため、単一主体ルールが確立された。他方、日本と中国

では、そのような単一主体ルールをとるべき事情がなく、共同直接侵害を認めることが可能

である。もっとも、共同事業が成立する場合、各構成員は単一主体に当たると評価されるこ

とから、共同直接侵害論と同様の法的効果をもたらし得るものの、構成要件が異なるため、

なお微妙な違いが見られる。問題②について、米国では、従属説が貫徹されるほか、Akamai

Ⅲ判決により、直接侵害者として責任を負う者が存しなければ間接侵害にならないことが

明らかになった。それに対し、日本では、独立説と従属説の争いがあり、通説的見解は、い

ずれかを貫徹するのではなく、条文趣旨や利益衡量に基づき事案ごとに判断すべきとして

いる667。ただし、直接実施に該当する行為さえ不要とするという意味での独立説は見られず、

 
667 中山・前掲注 2・461頁。 
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特許権行使を認めるには少なくとも発明の技術的価値が利用される必要があるという価値

判断が窺われる668。中国でも、実務上、直接実施を前提とする従属説が通説となっている。 

１.２ 各国における理論構成 

 各国の裁判実務が提示した理論構成を比較するため、便宜上、以下の抽象的仮想例を使

う。顔認証に基づくオンライン決済という技術的効果を果たす特許発明に関して、方法とシ

ステムに書き分けて特許を取得したとする。 

１.２.１ 方法発明について 

 かつては、古典的な方法発明の事案に関して「業者対業者（Company/Company）」と「業

者対顧客（Company/Customer）」という二類型が整理されたことに鑑み669、分割侵害の仮想

例を以下のように設定する（各事例を通じ、業者 Yが被疑侵害者であるとする）。 

類型 a） 業者対業者 

業者 Yと業者 Zの行為の組合せにより方法発明の全ての工程が実行されることを前提に、 

①業者 Yが業者 Zの行為を指示又は管理している場合 

②業者 Yと業者 Zが共同意思の下で方法発明の実施を分担している場合 

 
668 茶園・前掲注 310・420頁。また、横山・前掲注 256・13頁は、特許発明の実施を発明の技術的価値の利用の問

題と捉えており、実施は必ずしも常に単一主体により実行されなければならないものではないとも説く。 

669 第四章３.４（１）参照。 
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類型 b） 業者対顧客 

業者 Yと顧客の行為の組合せにより方法発明の全ての工程が実行されることを前提に、 

③業者 Yが顧客と意思連絡をすることなく、顧客に対して指示又は管理をせずに、残り

の工程が顧客により行われることを認識しながら一部の工程を行う場合 

業者 Zと顧客の行為の組合せにより方法発明の全ての工程が実行されることを前提に、 

④業者 Yが業者 Zと意思連絡をすることなく、業者 Zに対して指示又は管理をせずに、

方法発明における重要な工程に関する指令の取り込まれた（侵害用途しか有さない）ソ

フトウェア関連製品を生産し、業者 Zに販売した後、業者 Zが当該製品に PINコードに

基づくオンライン決済機能を有するモジュールを搭載してイ号製品を生産・販売し、顧

客がイ号製品を特許発明の実施に利用できるよう、業者 Zが顧客に対して説明を行う場

合 

類型 c） 顧客対顧客 

顧客らの行為の組合せにより方法発明の全ての工程が実行されることを前提に、 

⑤業者 Y が顧客らと意思連絡をすることなく、顧客らに対して指示又は管理をせずに、

方法発明における重要な工程に関する指令の取り込まれた（侵害用途しか有さない）ソ

フトウェア関連製品を生産し、顧客らに販売して、顧客らが当該製品を特許発明の分担

実施に利用できるよう、業者 Yが顧客らに対して説明を行う場合 
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（１）一部実行者パターンと非実行者パターンに対する規制アプローチ 

 Yがどの段階で特許権侵害行為に関与しているかにより仮想例を分けると、場合①から場

合③では、Y は一部実行者である（一部実行者パターン）のに対し、場合④と場合⑤では、

Yは非実行者である（非実行者パターン）。 

 一部の工程を分担している者が存する場合では、方法発明を直接的に実施する者がいな

いということになり、他方、各国の裁判実務上、間接侵害の成立前提として、少なくとも直

接実施に該当する行為がなされることが必要とされるため670、一部実行者パターンについ

て間接侵害規定が及ばず、いわゆる分割侵害問題が生じてしまう。そこで、各国の関連判決

が採用した理論構成は、一部実行者を直接実施主体と規範的に評価する方向にあり、二次的

責任を課するのではなく、行為の帰責（act attribution）により直接侵害責任を認めよう

としている。同アプローチの特徴は、特許権の存在に関する認識を不要としつつ、主観的要

件を軽んじる代わりに、いかなる根拠付けで他人の行為を誰かに帰責することができ、ひい

ては方法発明の技術的価値が利用されたことにつき一次的責任をとらせるのを正当化でき

るかという問題に関心を持つという点である。 

 非実行者パターンでは、方法発明の「使用」が通常、物理的に一定の工程を実行すること

と捉えられるため、非実行者に対しては間接侵害規定により二次的責任が問われることが

多い671。ただし、このアプローチに従うと、方法発明の直接実施は必ずしも単一主体により

 
670 もっとも、日本では、スチロピーズ事件判決の提示した「承継利用」の考え方に従えば、全工程を物理的に直接

実施した者がいなくても、直接実施が行われたと法的に評価することがあり得る。 

671 日本特許法第 101 条第 4 号・第 5 号及び米国特許法第 271 条（c）参照。 
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なされるとは限らないため、複数主体が直接実施に関わる場合、米国の McKesson判決や Eli 

Lilly判決が示した判断枠組みのように、まず、一部実行者に関して分割侵害の理論構成に

基づき直接侵害責任を肯定した上で、次は、非実行者に関して間接侵害規定により責任の転

嫁（liability shift）を検討することになる。それに加え、日本と中国の裁判実務では、

一次的責任を追及するアプローチも提示されている672。日本では、非実行者と物理的に実施

を行う主体の間に雇用のような人的な支配関係があれば、侵害結果の発生に対する責任を

非実行者に一次的に帰することができるほか673、道具理論を活用して他人の行為を非実行

者が行ったものとみなす余地もある。中国では、代替不可な実質的役割基準により、特許方

法の実施に用いられるソフトウェアを製品に固定する行為を「使用」と規範的に解釈できる

ため、ソフトウェア関連製品が実際に使用される過程において、複数主体が参加しているか

否か、実施を分担する者のうち、誰のどのような行為が直接侵害を構成し得るかという問題

を論じる必要がなくなる。 

 
672 米国では、裁判所が方法発明の「使用」を工程の物理的な実行と硬直的に解した結果、非実施者に対しては

常に間接侵害という枠組みで侵害責任を追及することになるという指摘がある。See Karshtedt, supra note 362, at 

591–92. 

673 侵害主体を認定する事案ではないものの、共有や先使用権に関わる文脈で自ら実施行為を物理的に行ってい

ない者を実質的な実施主体と評価した裁判例について、最判昭和 44年 10 月 17 日民集 23 巻 10 号 1777頁［地

球儀型トランジスターラジオ事件］、東京地判平成 29年 4 月 27 日平 27（ワ）556 号［切断装置事件］、仙台高秋田

支判昭和 48年 12 月 19 日判時 753 号 28頁［馬蹄事件］（実用新案権に関する事案）を参照。 
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（２）複数主体が方法発明の実施に関与する場合における真の課題 

 上記の仮想例に各国の裁判実務上の理論構成を当てはめると、場合①と場合②について

は、他者との人的な関係に着目すれば容易に解決が図れるものの、場合③から場合⑤につい

ては、国ごとに侵害認定の根拠付けと結果が異なり得る。それゆえ、複数主体が方法発明の

実施に関与する各場面を論じる際に注目すべき課題を洗い出すことができる。 

 各主体間に一定の人的な関係が存する場合について、各国の理論構成は、具体的な規制範

囲に違いがあるものの、代位責任や共同不法行為といった伝統的な民法原則に照らして侵

害責任を肯定できる点で一致している674。米国では、単一主体ルールを前提に、管理若しく

は指示又は共同事業という二つの基準のいずれかに該当すれば、他の主体の行為を被疑侵

害者に帰責することができる。日本では、共同直接侵害の成立余地があり、それを認めるに

は共謀の意図又は共同行為の認識が通常要求されるが、共同事業が成立するほどの厳しい

要件が課されていない。また、雇用や下請けのような人的な関係を通じて他人の行為を支配

している場合、侵害主体と規範的に評価されるため、代理関係や契約関係に着目する管理又

は指示基準と同様の規制効果を実現できる。中国では、従来から共同直接侵害が認められて

きたほか、AkamaiⅤ判決を参考にしたソニー事件二審判決では、管理又は指示基準も言及さ

れている。 

 それに対して、これまでの裁判例において厄介な問題となったのは、一定の人的な関係が

存しない場合③から場合⑤のような事案である。そこで、別個の観点から侵害を認定するた

 
674 共同実施に当たる場合を除き、人的な関係との観点から侵害主体を規範的に評価する手法は、一部実行者パ

ターンに限らず、非実行者パターンにも適用され得る。 
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めの理論構成として、米国では、著作権法分野における代位責任の考え方を根拠に、被疑侵

害者は実施結果の発生を停止し又は制限するための権利と能力を有するかを問う二要件テ

ストが設けられており、日本では、刑法分野における間接正犯の考え方を根拠に、被疑侵害

者が意図的に、発明の実施につき善意の第三者の行為を利用して、実施結果を発生させてい

るかどうかを重視する道具理論が示されている。他方、中国では、一部実行者パターンに関

する理論構成を明確に提示したソニー事件二審判決が具体的な考慮要素を示さなかったた

め、二要件テストのような考え方が実際に採用され得るかは未だ不明である675。 

 そして、各国の理論構成を場合③から場合⑤までに適用すると（表３参照）、司法判断に

以下のようなばらつきが生じる恐れがある。 

 場合④について。米国では、非実行者パターンにつき間接侵害責任のみが生じ得るため、

前提問題として直接侵害の責任主体を認定する必要があり、その文脈において二要件テス

トを適用することになる。二要件テストにいう「活動」を「顔認証によるオンライン決済」

と解した上で、また、現実では Zがイ号製品を顧客に提供しつつ、顔認証機能を積極的に推

奨し、その具体的な工程につき説明を行ったという事情があれば、Zが顧客の行為を管理又

は指示しているとして、直接侵害責任を負わせる余地がある。その上、特許権への認識とい

う主観的要件をクリアすれば、重要な部品を提供する Y に対して間接侵害責任を追及する

ことができる。日本では、非実行者パターンでも道具理論により直接侵害責任が生じ得る。

 
675 ただし、ユーザーが実際に製品を使用しているものの、製造者の予め設定した環境において限られた範囲内の

一定の行動をなしているに過ぎず、積極的に当該環境を変更することができないことを理由に、製品の操作環境を

整えた製造者を直接侵害者と認定した USBKey 判決は、二要件テストに親和性を有すると言えるだろう。 
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しかし、方法の使用につき認識を欠くとはいえない Z が介入することにより、もはや Y が

顧客を道具として利用したと評価することはできない。別のアプローチとして、顧客の行為

を Z のものと同視した上で676、主観的要件を不要とする専用品型間接侵害規定により Y に

対して権利を行使することができる。中国では、代替不可な実質的役割基準により、Yの固

定行為を方法発明の使用と評価することができる。また、当該仮想例では固定行為を行う主

体と装置の製造者が異なるということになるところ、Zの侵害責任に関しては裁判実務の立

場が未だ明らかにされていない。 

 場合⑤について。まず、顧客が他者の行為を知らずに、独立して一定の工程を実行した場

合、その行為を直接侵害と評価した裁判例はない。Yの責任に関して、米国では、直接侵害

の責任主体が欠けるため、非実行者である Yに間接侵害責任が成立し得ない677。他方、日本

と中国では、道具理論や代替不可な実質的役割基準に基づき、Yを直接侵害主体と評価する

ことができる。 

 
676 業者 Z が顧客を道具として利用したと評価できるかは道具理論の捉え方（第三章３.２.１（２）参照）による。 同理

論の適用要件が未だ明らかにされていないが、学説上、主に、①被利用者側が、発明の実施につき認識を欠くこと

（善意の第三者）、及び、②利用者側が、他者によって発明の実施に関する一定の行為が行われることを当然のこ

ととして予定していること（侵害結果の必然性）、といった考慮要素が提示されている。仮想例④について、イ号製

品に非侵害用途があるため、特許発明の技術的価値と比べて PIN コードによるオンライン決済機能の技術的価値

が著しく乏しいといった特段の事情がなければ、必然性だけを考慮する捉え方では道具理論を適用し難いと考えら

れる。 

677 また、分割侵害に関する二要件テストを非実施者パターンに適用した判例は、未だ見当たらないようである。 
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  米国 日本 中国 

場合③ 

（Y + C）＊ 
Yの責任 

二要件テストに

よる直接侵害 

道具理論による

直接侵害 
不明 

場合④ 

（Z + C） 

Zの責任 
二要件テストに

よる直接侵害 

道具理論による

直接侵害 
不明 

Yの責任 間接侵害 間接侵害 

代替不可な実質

的役割基準によ

る直接侵害 

場合⑤ 

（C１＋C２） 

Cらの責任 なし なし なし 

Yの責任 なし 
道具理論による

直接侵害 

代替不可な実質

的役割基準によ

る直接侵害 

＊括弧内は直接実施を分担する者 

表 3 

 前記の分析を踏まえて、複数主体が方法発明の実施に関わる事案では、以下の留意点を指

摘することができる。第一に、（場合④における Zに対して侵害を主張するような）一部実

行者パターンについて、直接侵害責任アプローチだけで処理すればよいか。また、行為の帰

責の要件について、他人が一定の行為を行う必然性又は他人が善意であることを要求すべ

きか。第二に、（場合⑤における Yに対して侵害を主張するような）非実行者パターンにつ

いて、間接侵害責任アプローチだけで処理すれば足りるか。また、責任の転嫁の要件につい

て、特許権に関する認識等の主観的要件が必要であるか。 
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１.２.２ システムの発明について 

 システムの発明について、被疑侵害者が、⑥システムの構成要素の一部を保有し、他の主

体が残りの構成要素を持つ場合、⑦構成要素を持たずに、構成要素たる各装置を連結するた

めのウェブサイトを立てたり、アプリを配信したりする場合が考えられる。また、中国にお

いて、システムの発明に係る特許権侵害の認定基準につき、裁判実務と学説では議論があま

り進んでいない状況にあるため、以下では、米国と日本を対象に比較する。 

 （１）場合⑥について 

 米国では、NTP判決と Centillion Data判決において、システムの発明に係る「使用」が

柔軟に解釈されている。すなわち、システムを全体としてコントロールし、そこから利益を

享受していれば足りるとされる。また、近年、個々の構成要素について直接又は間接的にコ

ントロールし、かつ、利益を受けると狭く解釈する Intellectual Ventures判決があるが、

全ての構成要素を物理的又は直接的に所有することまでは要求されていない。日本では、ヤ

ゲン付き眼鏡レンズ事件判決で示された支配管理論によれば、侵害主体の認定は、構成要件

充足性の問題から切り離して検討されるため、全ての構成要素を保有していなくても、シス

テムを支配管理している者が直接侵害を構成し得る点は、米国判例と一致している。また、

利益の獲得が要件とされていないため、より緩やかな判断基準であるといえよう。 
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 （２）場合⑦について 

 米国では、システムの発明の構成要素を一切保有してない者は個々の構成要素について

利益を獲得していないとして、使用主体該当性を否定した判例がある678。それに加え、シス

テムの生産というためには、全ての構成要素を組み合わせる必要がある。Centillion Data

事件では、被疑侵害者がユーザーの所有するパソコンに係る構成要素を充足していないと

して生産主体該当性が否定されており、この判決に照らせば、システムの作動環境を整えた

り、システムを作動させるためのソフトウェアを提供したりするだけでは、システムの生産

に当たらないと考えられる。日本では、支配管理論の具体的な判断基準は裁判例の蓄積を待

つほかないが、被疑侵害者が構成要素を保有していなくても、なおシステムへの支配管理が

認められ得るか、及び、生産という実施態様を規範的に捉えることができるか、という二点

について、肯定的に解釈する余地があろう。 

２ 中国における現行裁判実務の問題点 

２.１ 古典的な発明について 

 既述のとおり、被疑侵害者の行為が全ての構成要件を満たさず、また、民法上の共同侵害

規定により権利行使が困難な場合でも、例外的に直接侵害として評価することがある。古典

的な物の発明について、島野判決のように、使用環境特徴の認定というクレーム解釈手法を

とると、使用環境に関する発明特定事項に新規性・進歩性が認められる場合、被疑侵害物を

当該環境において使用する者が別個の主体であっても、被疑侵害物が必然的に当該用途に

 
678 Grecia v. McDonald’s Corp., 724 Fed. Appx. 942 (Fed. Cir. 2018). 
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用いられるとの事情があれば、当該被疑侵害物を生産・販売する行為が直接侵害とされる。

しかし、日本と米国では、そのような解釈手法が見当たらない679。また、古典的な方法発明

について、一部の工程を行って中間産物を販売したり、工程を実行するための指令が組み込

まれたソフトウェアをインストールする行為を直接侵害と評価する事案が散見され680、こ

れも日米の状況に合致しないところである681。にもかかわらず、そのような解釈手法はネッ

トワーク通信に係る方法発明の侵害認定にも影響を及ぼし、最高人民法院判決により確認

されるようになった。 

２.２ ネットワーク関連発明について 

 最高人民法院が新たに提示した、代替不可な実質的役割基準は、今後、ネットワーク通信

分野における方法発明に関する特許権侵害を認定する際に重要な指針となるものの、各国

 
679 胡・前掲注 79・78頁。 

 また、使用環境特徴に関する発明は、通常、「…A部品を…B部品に連結するための…C部品であって」又は「A

部品であって…A 部品が…B 装置に取り外し可能に取り付けられ」との書き方がされるため、日本にいう用途発明

（又はサブコンビネーション発明）に相当すると考えられる。用途発明に係る「実施」は、「新規な用途に使用するた

めに既知の物質を生産、使用、譲渡等をする行為に限られる」という判示について、知財高判平成 28年 7 月 28 日

平成 28年（ネ）第 10023 号［メニエール病治療薬事件］参照。 

680 第二章２.２.３参照。 

681 日本特許法第 101 条 4 号・5 号参照。See also Joy Techs., Inc. v. Flakt, Inc., 6 F.3 d 770, 773 (Fed. Cir. 1993) 

(“[T]he method claims of the patent at issue were held not directly infringed by the mere sale of an apparatus capable 

of performing the claimed process.”). 
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の法制度に関する比較考察を踏まえて、その妥当性について検討する必要がある。以下、改

めて、同基準の趣旨と問題点につき、確認する。 

２.２.１ 代替不可な実質的役割基準の趣旨 

 裁判官解説によれば、ポータル Webサイトアクセス方法判決は、被疑侵害者と特許権者の

間に利益の分配が著しく不公平であることに鑑み、権利行使を認めるべきという価値判断

がなされた上で、事案関係に照らし、かような価値判断を一番容易に実現できる規定を探し

出し、柔軟な解釈によって侵害認定を行ったものである682。そして、同事件では間接侵害法

理が働き難いため、直接侵害規定に基づいて「使用」を解釈することにより、非実行者を方

法発明の実施主体と擬制する法的効果を生じさせている。したがって、代替不可な実質的役

割基準の趣旨は、複数主体が方法発明を分担して実施する場合への対応というより、間接侵

害制度がうまく機能できない場合に適用される弥縫策の案出にあると考える方が妥当であ

ろう。しかし、その反面、同基準の適用場面が狭いという問題点も指摘できる。第一に、一

部実行者パターンについて、①一部実行者が固定行為を行わなければ、同基準がカバーでき

ず（仮想例③参照）、また、②一部実行者が他人と分担して、特許方法の実質的内容に関す

る工程を固定する場合、同基準だけでは侵害を認定することができない。第二に、非実行者

パターンについて、同基準の活用が期待されるものの、主にソフトウェア関連分野に関心を

 
682 張・前掲注 12・39頁。 
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持つため、個別化医薬といった交互型特許発明の保護が求められる、他の新規技術分野への

配慮が足りない683。 

２.２.２ 方法発明の実質的内容の固定と直接侵害 

 代替不可な実質的役割基準は、特許発明が実際に再現され、そこから不当に利益を獲得し

た者が存するにもかかわらず、現行法制度上（間接侵害を含めた）侵害の認定が困難である

場合においても、特許権行使を認めるべきという素朴な正義理念をかなえようとするもの

と言える。しかし、ソフトウェアが介在する形で特許方法の実質的内容を製品に固定する行

為を「使用」と規範的に解釈する手法は、特許制度の目的と機能の観点から見れば、幾つか

の問題を孕んでいる。 

 特許制度は、発明の公開を条件として、一定期間に限り発明の独占的な実施を認め、もっ

て産業の発達に寄与することを目的する。また、無体物を保護対象とする特許権の排他的効

力は第三者への影響が大きいため、クレーム制度を通じて排他的範囲を公示することによ

り、権利の安定性を図り、行動の自由を保障する機能がある。ところが、代替不可な実質的

役割基準は、実施行為の有無と技術的範囲への属否という二つの側面に基づき直接侵害を

認定する従来の通説的な基準からかなりかけ離れている。 

 実施概念との関係では、同基準は、方法発明の使用につき一般的な用語の解釈の枠を越え

ており、ひいては特許権の保護期間を不当に延長させる結果をもたらし得る。本来、全ての

工程を順に行ってはじめて方法発明の使用に当たるというのが原則であって、クレームに

 
683 例えば、Eli Lilly 事件のような、医薬品の投与が問題となる事案では、同基準が働かない。 
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記載された各工程に一切関与せず、しかも経時的要素の含まれないソフトウェア関連製品

を生産する行為は、「使用」の文言の意味を越えていると言わざるを得ない。解釈論上いか

に工夫しても、方法発明の特性を抹消するような拡張解釈をとるべきではない。さもなけれ

ば、方法発明を物の発明に転化するという特許制度の基本的秩序に係る問題が生じること

になりかねない。また、日米の裁判実務に目を転じると、方法発明と物の発明を峻別する慣

行があり、ソフトウェアを製品に固定する行為を「使用」と規範的に解釈し、非実行者を直

接侵害者と認定する事例は見当たらないようである684。米国判例上、ソフトウェアとプロセ

スが明確に区別されていること685に鑑みると、同解釈の合理性が一層疑われる。さらに、特

許権の保護期間が切れる直前にソフトウェア関連製品を市場に流通させ、特許方法が使用

される時点では保護期間が経過していたという例を想定すれば、同基準は実際に、方法の使

用がなされる前の準備段階にまで権利行使を認めており、保護期間の延長に等しい効果を

生じさせ得るということが分かる686。要するに、同基準は、使用に関する不当な拡張解釈に

 
684 米国では、ソフトウェア関連製品の生産・販売をもって直ちに使用と解することはできず、当該製品の使用過程

に第三者が積極的に介在しておらず、被疑侵害者がソフトウェアを通じて継続的に何らかの指示又は管理を及ぼ

していることが必要とされる（第四章３.３参照）。 

685 Ricoh Co., Ltd. v. Quanta Computer Inc., 550 F.3d 1325, 1335 (Fed. Cir. 2008) (“[S]oftware is not itself a sequence 

of actions, but rather it is a set of instructions that directs hardware to perform a sequence of actions. ... [A] party that 

sells or offers to sell software containing instructions to perform a patented method does not infringe the patent under 

§ 271(a).”). 

686 間接侵害規定は、特許権の実効的な保護のために実施行為を準備段階で抑えようとしているものの、保護期

間が切れた後に直接実施行為がなされる場合では間接侵害が成立しない。 
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より、日米が間接侵害として扱った行為を直接侵害と評価する（仮想例④参照）という極め

て奇異なアプローチであるというほかない。 

 技術的範囲への属否との関係では、特許方法の実質的内容が固定された被疑侵害製品が

構成要件の充足に代替不可な実質的役割を果たすことを要件とするため、特許権への保護

が不当に厚くなる反面、第三者の行動の自由を害し、特許制度の公示機能と制度趣旨に反す

ることに繋がり得る。同基準によると、ソフトウェア関連製品が一部の工程しか実行してい

ない場合でも、当該工程が技術的思想の実現に重要な役割を果たしていれば、構成要件充足

と評価されることになる。しかし、このような捉え方では、当事者に不測の損害を被らせ、

正常な経済活動を阻害することになりかねず、ひいては特許制度の公示機能を害する恐れ

がある。また、同基準は、非侵害用途の有無を問わず、直接侵害を肯定できることから687、

ソフトウェア関連製品が専用品であるならまだしも688、他の用途にも使われ得るソフトウ

ェア関連製品に対して広く権利行使を認めると、特許権の保護範囲を不当に拡大させ、特許

権者に過剰な保護を与えてしまい、かえって研究開発のインセンティブを削ぐ恐れがある。 

２.３ 小括 

 古典的な発明とネットワーク関連発明の事案を合わせてみると、中国の現行の裁判実務

は、本来間接侵害行為を規制する役目を割り当てられた 2016 年司法解釈第 21 条が機能不

 
687 ポータル Web サイトアクセス方法事件では、被疑侵害物が非侵害用途を有するにもかかわらず、同基準が適

用されている。 

688 この場合でも、同基準によると、技術的効果が現に発生していなくても権利行使が許されるため、保護期間の延

長に等しい効果を生じさせ得ることは既述のとおりである。 
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全に陥っている状況を背景に、複数主体が特許権侵害に関与する各種の場面につき、方法発

明か物の発明かを問わず、また、被疑侵害者がどの段階で侵害に関わっているかを考慮する

ことなく、直接侵害アプローチで対応する方針に立つ運用がなされていると指摘すること

ができる。他方、最高人民法院が示した代替不可な実質的役割基準は、適用場面が限られて

おり、日米の裁判実務と合致せず、国際的に承認され得るものとは言い難く、また、特許制

度の趣旨に照らして、妥当性を持つ解決策でもないと考えられる。 

３ 問題の要因――中国における間接侵害法理に関する再考 

 代替不可な実質的役割基準は、特許発明の技術的効果が利用されているものの、特許権を

行使できないという理不尽な帰結を、確かにある程度回避できるが、他国の司法実務との不

整合性及び特許制度の基本原則との乖離という問題点を甘受するほどまでに現行裁判実務

を維持する必要はないと思われる。そこで、他の代替的な解決策を検討するに当たって、間

接侵害認定のハードルが高いという現状を何とか改善できれば、上記のような解釈手法を

とらなくて済むのではないかという問題意識に立ちつつ、中国の司法実務上、なぜ 2016年

司法解釈第 21条を適用することが困難であるかという理由を考察し、そこから適切な代替

案の手掛かりを探ることとする。 

３.１ 条文の定め方に起因する難点 

 まず、条文の規定ぶりの視点から、2016年司法解釈第 21条がうまく機能できない理由を

考察する。その際、ポータル Webサイトアクセス方法事件の裁判官解説が専用品要件、主観
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的要件を満たさないと指摘したこと、また、同条が改めて「実施した」要件を導入したこと

に留意すべきである。 

 同条では、幇助行為と誘引行為の両方を定めており、専用品を対象とする前者に関しては

主観的要件の証明責任をある程度緩和させる点において、米国の間接侵害の立法例に親和

性を有する。しかし、専用品要件において、実質的な非侵害用途の判断対象として、米国で

は、実際に販売された製品そのものではなく、分離可能なコンポーネントに着目して判断す

ることが可能であるため、侵害にのみ用いられるモジュールに別の機能を有するモジュー

ルを付加するだけで間接侵害責任を免れるという、ポータル Web サイトアクセス方法事件

判決が懸念するような事態にはならない。日本では、生産・販売等された製品自体が「のみ」

要件の判断対象とされている689ものの、非専用品型間接侵害規定が別途に設けられており、

「のみ」要件を柔軟に解釈する裁判例690もあるため、間接侵害責任の成立に特に支障を来た

さない。そのほか、実質的な非侵害用途の考慮要素として、中国の現行裁判実務では、発明

の技術的思想との観点から判断がなされるため、米国における非汎用品要件や日本の「の

み」要件と比べて一層厳格な基準になっている。 

 次に、主観的要件が要求される点において、日本の専用品型間接侵害規定よりも重い立証

責任を権利者側に課している。他方、同じく主観的要件が設けられている米国においては、

非侵害用途のない物品について侵害の意図を推定できるという解釈・運用が従来から存在

 
689 東京地判昭和 56年 2 月 25 日無体集 13 巻 1 号 139頁［一眼レフレックスカメラ事件］参照。 

690 第三章２.２.２参照。 
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し、間接侵害規定の成文法化以降、認識の認定に関する判例法理が精緻化しつつある691こと

から、実務上、同要件を証明するハードルはさほど高くない。そのような裁判実務の蓄積な

くして、主観的要件を導入してしまった結果、第 21条は当事者の権利行使を妨げる硬直的

な認定基準を含むものとなってしまっている。 

 さらに、「実施した」という文言の影響により、裁判実務が直接侵害の現実的な発生を間

接侵害の前提とする方向に偏りかねず、差止めとの関係では問題が生じる。すなわち、日本

と米国では、間接侵害が成立するには、少なくとも直接実施の存在が必要であるが、直接侵

害が実際に発生したことは必ずしも要求されていない。日本では、従属説の立場からも、現

実に具体的な直接侵害行為が完成している必要はなく、直接侵害行為が未だ行われていな

い段階であっても、間接侵害を認めて差止めの対象とすべきであるとされている692。米国で

も、直接侵害が発生する恐れが証明されたことをもって、差止めを命じた判決693があること

に鑑み、権利者側の挙証負担は、中国の実務におけるそれよりも小さい。 

 以上をまとめると、幇助侵害と誘引侵害の両方を定める一元立法制に近い条文構造を採

用しつつも、専用品要件及び主観的要件の捉え方について、実務上、裁判例の蓄積が乏しく、

しかも厳格に解釈するきらいがあること、並びに、「実施した」要件が別途に設けられてお

 
691 第四章２.２.１参照。 

692 高林龍『標準特許法（第 7版）』（有斐閣、2020）180頁。 

693 Fina Research, S.A. v. Baroid Ltd., 141 F.3d 1479 (Fed. Cir. 1998) (“[W]e decline … to create a per se rule that an 

actual controversy predicated only on induced infringement may exist only if direct infringement has already 

occurred.”); Arkema Inc. v. Honeywell International, Inc., 706 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2013) (“[N]o requirement that 

‘there must actually be acts of direct infringement’.”). 
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り、差止請求との関係で同要件を如何に解すべきかにつき明白な説明が欠けていることが、

司法解釈第 21条の適用に困難をきたす規定上の原因となっていると考えられる。 

３.２ 法制度に起因する難点 

 2016 年司法解釈第 21 条について、米国の間接侵害規定と共通する部分が見られるもの

の、間接侵害行為の規制が最終的に権利侵害責任法第 9条（又は民法典第 1169条）に委ね

られ、直接侵害が生じたとの要件が加えられた点が、中国の法制度の特徴を反映している。

すなわち、中国の裁判実務と学説においては、共同侵害制度と絡めて間接侵害法理を論じる

ことがあまり違和感なく受けられており、間接侵害制度として特有の制度趣旨が見つけら

れておらず、その立法必要性も乏しいと考えられてきた。 

 他方、日米では間接侵害制度を導入した制度背景はそれぞれ異なる。大陸法系に属する日

本では、伝統的な大陸法系民法理論に従い、債権の発生原因たる不法行為について損害賠償

のみが認められることから、物権的権利たる特許権を侵害する行為に対する差止めにつき

特別な規定を有する特許法において、間接侵害行為を特許権侵害とみなすことにより、差止

請求権の行使を可能ならしめ、特許権保護の実効性を図ることが、間接侵害制度の主眼であ

ったと言える694。それに対して、米国では、差止め（injunction）はコモンロー上の救済が

不十分である場合に働き得る衡平法上の救済方法と位置付けられ、差止請求の可否は制定

法における間接侵害規定の有無に左右されるものではない。つまり、コモンローの共同不法

 
694 そのほか、過失の推定、損害額の算定及び刑事罰に関する特別な規定を適用できる点も、間接侵害を法定し

た意義と言える。 
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行為原則に基づく寄与侵害法理を適用すれば無難に規制できるが、寄与侵害法理とパテン

ト・ミスユース法理が衝突し、そのあげく寄与侵害法理が形骸化されたという歴史的な経緯

があるため、かような判例の立場を克服し、寄与侵害法理を復活させるために立法手段を採

用せねばならなかった。もちろん、制定法にすれば予測可能性を高められるという利点もあ

る。 

 そして、日米の間接侵害の制度趣旨に照らして、中国における間接侵害制度の独自の意義

を探ると、米国と同じく共同不法行為原則に起源を有するが、間接侵害法理の没却が懸念さ

れるという特殊な立法背景がなく、また、判断基準の明確性についても司法解釈で対応が図

られているため、別個の法制度が必要であるという議論は説得力が乏しい。他方、同様に大

陸法系に属する日本と法制度が近いため、有益な示唆が得られるかもしれないが、とりわけ

救済措置の観点から考えると、直接侵害を幇助・教唆する行為については、中国民法上、共

同侵害規定により損害賠償を求めることができるほか、差止めという救済措置も認められ

ることから、損害額の算定に関する特別な規定を除き、確かに共同侵害制度の下で扱っても

あまり支障をきたさないように思える。しかし、従来の裁判実務を考慮すると、共同侵害制

度の枠組み内で特許権間接侵害問題を処理するとき、一つ注意しなければならない危険性

が潜んでいる。 

３.３ 共同侵害規定で間接侵害行為を規制する不都合 

 本題に入る前に、2000 年代初頭における中国の知的財産権の保護にまつわる問題を説明

する。 
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 既述のように、中国では、民法通則をはじめとして、権利侵害に関する民法の規定の特徴

は、伝統的な大陸法系における債権法から離脱して、損害賠償以外に、侵害の停止や危険の

除去など様々な民事責任の負担方式を一括して定めているところにあるが、物権的請求権

と債権的請求権に関する考え方は伝統的な大陸法系の理論を承継している。そうすると、日

本のような代表的な大陸法系の国では、構成要件が違って区別して論じられてきた請求権

が、中国では一つの実定法の中で混在することになり、しかも、同じく「民事責任」という

包括的な概念に含まれる形で帰責原理が定められており、司法実務に混乱をもたらす立法

論上の原因となる695。さらに、当時の講学上、infringement（「侵害」）と tort（「不法行

為」）が共に「権利侵害」696として訳されたことに起因して、不法行為の四要件に基づいて

侵害を解する学説が展開されたことが、実務上知的財産権の保護に大きな障害となった697。

具体的には、以下の問題点が指摘された698。第一に、故意・過失と現実の損害がなければ侵

害を認定できないとされた結果、予防的な保護が欠けることになった。その現れとして、侵

害製品が市場に流通してはじめて権利行使が認められると解するほかなく、販売の申し出

に関する立法も難航する状況があった。そこで、学説上「知的財産請求権」の確立が呼び掛

けられ、司法解釈上修正の工夫がなされた699。第二に、訴訟実務において、寄与侵害という

 
695 鄭成思「侵権責任、損害賠償責任与知識産権保護」環球法律評論 4 号(2003)459頁。 

696 原文「侵権」。 

697 鄭・前掲注 695・462-463頁。 

698 鄭・前掲注 695・463-464頁。 

699 最高人民法院法釈〔2002〕31 号など参照。 
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概念が欠如しており、寄与侵害責任が往々共同侵害責任と混同されてしまうため、直接侵害

者を提訴しない限り、連帯責任者に対して責任を追及することができないとされた。 

 このように、かつては、不法行為の要件に照らして直接侵害行為が解されたため、上記の

問題点が指摘された。それから約 20 年が経った今では、差止めは損害や過失の存否に関係

なく許容され得るし、連帯責任者を単独で提訴できることから、上記の問題点自体は解決済

みになったと言える。しかし、2016年司法解釈第 21条が、権利侵害責任法第 9条に基づい

て間接侵害行為を規制しようとしていることは、やはり間接侵害を共同不法行為制度の枠

組みに嵌めようとしているというほかなく、予防的な保護が欠けるという懸念を再び生じ

させる。 

 複数人の権利侵害責任制度は、加害行為に関わる複数者における損害賠償責任の分担を

決めるものであり、各共同侵害規則にいう連帯責任と分割責任も、損害賠償を指しているも

のと解した方が理にかなうことから700、かつては、権利侵害責任法第 9条は差止措置の法的

根拠になり得ないという指摘701がなされたところ、中国法に関する議論としては妥当と考

えられる。他方、連帯責任に差止責任が含まれると解しても、2016年司法解釈第 21条が侵

害行為の完結を定めていることにとらわれ、裁判実務が、直接侵害が発生しなければ間接侵

害的な行為について差止責任が許容されないという方向に傾くことが危惧される702。 

 
700 王・前掲注 37・609-626頁。 

701 管・前掲注 171・9頁。 

702 そもそも 2016年司法解釈第 21 条は、差止責任を提示するものではなく、如何なる場合に特許権侵害を幇助・

誘引する者に対して損害賠償責任を追及できるかを決めているに過ぎないという捉え方も不可能ではない。ただし、
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３.４ 小括 

 共同侵害規定に依拠する現行間接侵害法理は、損害賠償責任を重んじるあまり、侵害の発

生を未然に防止するための差止責任を看過する恐れがある。また、間接侵害法理が共同侵害

法理に包含されるという（筆者から見れば、誤った）理解を前提とし、共同侵害の認定基準

に照らして 2016 年司法解釈第 21 条の各要件を解すると、主観的要件の立証ハードルを高

く設定し、「実施した」要件を硬直的に捉える判決が見られても不思議ではない。要するに、

意思連絡と損害賠償を中心に構築された共同侵害制度は、特許権保護に関する政策判断を

反映し難いにもかかわらず、あえて共同侵害制度の枠組みで異なる課題を処理しようとし

ているために、特許分野特有の価値判断が犠牲にされてしまうという帰結をもたらしたと

言えよう。 

４ 中国への示唆 

 間接侵害の認定が困難であるという問題を解決するためには、まず、共同侵害制度とは別

個に、特許法特有の目的・機能を実現できる間接侵害制度を構築することが重要な作業とな

る。本来間接侵害法理に期待される役割を回復させることができれば、代替不可な実質的役

割判断基準のような特異な解釈手法を維持する必要がなくなる。それゆえ、本節では、間接

侵害制度のあり方という問題から検討を始めたい。 

 
そうすると、差止めについて別個に根拠となる規定を示す必要があり、2016年司法解釈第 21 条と権利侵害責任法

第 9 条を掲げて差止めを命じるという従来の実務慣行に合わない。 
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４.１ 間接侵害制度のあり方 

 （１）間接侵害制度の趣旨 

 学説703では、共同侵害法理と間接侵害法理が衝突するとき、共同侵害法理は譲歩すべきと

いう指摘704もあるが、両法理の関係は tort と infringement のような次元が異なるもので

あって、衝突関係にあると考えるべきではない。むしろ、実務の現状を考慮すると、間接侵

害法理とオールエレメントルールの間に緊張関係が見られ、間接侵害法理を確立するため

には、特許法において明確な政策判断を示した方がよいと考えられる。既述のように、特許

制度は、クレームをもって権利の排他的範囲を示すことを前提に、悪意の有無を問わず、発

明を直接実施する行為を規制する反面、クレームに抵触しない行為を行う自由も確保して

いる。そして、間接侵害制度は、訴訟経済と有責性の観点から、全ての構成要件を充足する

物・方法に係る行為を行っていない者に対しても二次的責任を負担させ、よって特許権の実

効的な保護を図るものと言える。その際、民法上の共同不法行為原則に照らして、責任の転

嫁を根拠付けようとすると、自ずと主観的態様に関心を持つことになるだろう705。 

 
703 第二章３.１.３参照。 

704 鄧・前掲注 76・24頁。 

705 See Mark A. Lemley, Inducing Patent Infringement, 39 U.C. Davis L. Rev. 225, 236 (2005) (“Indirect infringement, 

by contrast, has always required some element of knowledge. This requirement probably derives from the common law 

origin of indirect infringement in accessory liability, which requires that the defendant know that the behavior she aids 

is wrongful.”). 
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 （２）間接侵害の要件 

 間接侵害規定の具体的な定め方について、本稿で詳細を論じることはできないが、間接侵

害認定の難しさを緩和させるためには、以下の観点から各要件を修正・検討することが有意

義と思われる。第一に、専用品要件において、判断対象として、販売された製品自体それと

も分離可能なコンポーネントに着目すべきか、また、技術的思想以外の考慮要素を設けるべ

きか。そして、同要件が満たされる場合、さらに主観的要件の証明を要求すべきか。第二に、

非専用品を対象とする新たな間接侵害類型を加えるべきという見解について、侵害発生に

対する行為の貢献度に応じて主観的要件のハードルを調整するという考え方をとると706、

誘引侵害でも同様の規制効果が生じ得るため、立法の必要性がないと思われる。第三に、

「実施した」要件について、実効的な保護を確保するために、行為が完結したことまで求め

るべきではない707。また、権利侵害責任法第 9条（又は民法典第 1169条）が差止めの根拠

規定となり得ないという問題点を解消するために、別個、差止措置に関する根拠規定を提示

しなければならない。 

 （３）間接侵害と直接侵害の関係 

 まず、直接侵害と直接実施行為のいずれかを間接侵害の前提とすべきかについて、個人が

非生産経営の目的に発明を実施するような、例外的に直接侵害とされない場合では、間接侵

害者が同規定の趣旨により免責されるかは個別的に判断すべきであるため、一律に直接侵

 
706 Id. at 241–46. 

707 直接実施が未だ行われていない段階では、損害が発生していないと考えられるため、同要件を外しても損害賠

償の範囲が拡大されることにならない。 
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害を要求すべきではないと思われる。実務上の通説を維持しつつ、差止請求との関係では直

接侵害の現実的な発生は不要とすべきである。また、直接実施を行う単一主体がいなくて

も、発明の技術的思想が利用され、その作用効果が達成されているとの状況があれば、特許

権者の排他的権利に影響があることに変わりはなく、かような場合について、一律に間接侵

害の成立余地を否定すべきではないと思われる。それゆえ、現行裁判実務ではそのような考

え方が未だ見当たらないものの、2016年司法解釈第 21条が「当該他人が専利権侵害行為を

実施した」と定めたところ、同条にいう「他人」は複数主体を含むと解釈する余地があると

考えられる。 

 （４）共同侵害制度を含めた権利侵害責任体系との役割分担 

 民法典が統一的な権利救済体系を引き継いだ以上、各単行法の中で知的財産請求権を確

立する必要がなく、差止めと損害賠償等の救済措置の法的根拠は、民法典の権利侵害責任編

の関連規定（第 1167条、第 1169条）であると解すればよいと考えられる。その特徴は、差

止めと損害賠償を容認するための責任要件を分けて考えることができるところにある。こ

のように考えることの利点は、損害賠償請求が容認されても、必然的に差止請求が認められ

るわけではなく、実体要件の緩和に起因する過剰保護の問題を防げる点にある。民法典第

1169 条において、損害賠償請求の許否を共同侵害制度の理論に従って判断すれば、これま

での司法実務への影響が少ない。それに加え、「他人の人身、財産の安全に危害を及ぼした」

ことを要件としている民法典第 1167条は過剰な差止めへの歯止めとして働き得る点は、日

本の差止要件説の発想に近く、しかも法的根拠を欠くという同説のデメリットを解消でき

る。 
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 他方、間接侵害を含めた特許権侵害に当たらないものの、特許権に危害を及ぼす行為に対

して、なお差止めを許容することができるかという問題については、統一的な権利救済体系

の趣旨の一つが、個別の立法を待たずに、現実に発生し得る各種の権利侵害態様に合わせて

柔軟な救済措置を与えることであるという点に鑑みると、理論上可能であろう。ただし、特

許制度の目的・機能を念頭に、始終的に特許権者に対する保護と第三者の行為の自由とのバ

ランスに配慮しつつ慎重に判断を行わなければならないであろう708。 

４.２ 複数人侵害の判断枠組み 

 先行分析により提出された課題709に加え、とりわけ中国において、目下解決しなければな

らない問題として、第一に、場合③について、一部実行者に対して、どのようなアプローチ

により、如何なる理論構成に基づいて侵害認定を行うべきか、第二に、場合④について、非

実行者に直接侵害責任を負わせるための代替不可な実質的役割基準をどのように修正すべ

きか、第三に、システムの発明に係る場合⑥と場合⑦について、「生産」又は「使用」を如

何に捉えるべきか、という三点に整理することができる。以下、順に検討する。 

 
708 本章４.２.１参照。 

709 本章１.２.１（３）参照。 
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４.２.１ 方法発明について 

（１）一部実行者パターン 

  ア）各学説の妥当性 

 民法上の侵害責任規定を活用しようとする学説について。まず、権利侵害責任法第 8条又

は第 12条を根拠規定とする見解はいずれも、複数主体の行為が客観的に直接実施を構成す

る場合に、各主体それぞれに対して侵害責任を肯定し得るものであって、責任主体の範囲を

過度に拡大させ、予測可能性を害する恐れがある。 

 それに対して、一般帰責原則である権利侵害責任法第 6条を援用する見解によると、被疑

侵害者の行為が特許権者の被った損害との間に因果関係があり、かつ、被疑侵害者が特許権

を侵害する故意を有する場合、侵害責任が認められる。善意の第三者を紛争に巻き込む事態

を回避できるため、傾聴に値するが、以下のデメリットも挙げられる。第一に、被疑侵害者

の行為に違法性がなくても、侵害責任を肯定すべきことを正当化できる根拠付けが欠ける

ため、理論上合理性が乏しい。第二に、特許権を侵害する故意が要求されるため、被疑侵害

者が発明の技術的効果が利用されることを予見しつつ、その実現に重要な貢献をなしてい

る場合でも、特許権への認識がないを理由に責任を免れることができる。第三に、因果関係

がいつ、他者の行為が介在することにより切断されるかについて明確な基準が示されてい

ない。例えば、（仮想例④における Yのような）一部実行者を幇助・教唆する者に対して侵

害責任が認められるかは不明である。最後に、間接侵害に当たるような行為であれば容易に

因果関係と故意との二要件を満たすため、同説を一般化すると、間接侵害法理を認める趣旨

が没却される恐れがある。 
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 規範的侵害主体説は、人的な関係以外に、方法発明における重要な工程に対するコントロ

ールや方法発明の技術的思想を装置に具現化させる過程における貢献に着目しており、代

替不可な実質的役割基準と同様に、やはり保護範囲と保護期間の不当な拡張といった懸念

を払拭できない。 

 要するに、クレーム制度と自己責任原則の下に、一部実行者には、クレームに抵触しない

行為を行う自由が確保されるはずであって、発明の技術的効果が生じるということだけを

もって侵害責任を負担させるべきではなく、帰責するための事由を別個に提示する必要が

ある。そして、間接侵害制度は、従来から、直接侵害行為を幇助又は教唆した一定の者に侵

害責任を移転させるという役割を果たしており、分割侵害の場面では直接侵害に当たる行

為がなく、責任の転嫁に関する大前提が欠けるものの、客観的に見て発明の技術的価値が利

用されているとき、特許権者を保護する必要が生じ得ることは否めないと考えられる。その

ような観点から、発明の実施がなされたと評価した上で、間接侵害制度の設けた各要件に照

らして、技術的価値の実現に加担した真の責任主体を探しても、不合理な帰結になることは

ないだろう。それゆえ、一部実行者パターンについて、直接侵害責任アプローチにこだわる

必要はなく、間接侵害責任アプローチに従って、被疑侵害者がどのような主観的態様で実施

に加担しているかという観点から責任の有無を判断することが望ましい。 

  イ）行為の帰責に関する理論構成 

 他方、直接侵害責任アプローチについて、司法実務上指示又は管理基準に関して考慮要素

が明白ではなく、学説上行為の帰責に関する根拠付けが提示されないまま議論が多岐にわ
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たる状況にある。そこで、各国の関連判決を参照し、中国の実情に鑑み、他者の行為を帰責

するための理論構成を検討しなければならない。 

 日米における関連理論では、他者の行為をコントロールしていなくても、被疑侵害者が特

定の状況を作り出し、かような状況に置かれる他人が方法発明における一定の工程を実行

する蓋然性が極めて高く、また、被疑侵害者も他人の行為を介して発明の技術的効果を生じ

させることを意図している場合、侵害責任を認めるべしという共通の価値判断が窺われる

710。言い換えれば、行為の帰責を正当化するための事由として、被疑侵害者の行為と発明が

実施される結果との間に非常に強い因果関係があることを要求している711。そのような価

値判断を支持する政策的考慮点として、因果関係が強い被疑侵害者の行為は最も非難され

るべきであること、発明の実施が容易に惹起される場面を自らコントロールしている被疑

侵害者に差止め等の責任を負わせる方が、一層効率的に侵害を抑えることができること、及

び、他人に一定の工程を実行させることを意図さえしていれば、侵害回避義務を課しても不

意打ちにはならないことが考えられる。 

 
710 具体的に言えば、被疑侵害者が作り出した特定の状況において工程の実施が行われる高度の蓋然性に関す

る要件として、二要件テストでは方法又はタイミングの設定が要求され、また、道具理論では他人が道具に当たるこ

とが必要とされる。くわえて、二要件テストにおける「条件付け」及び道具理論における「利用」の文言に、他人の行

為を介して発明の技術的効果を生じさせる意図を読み取ることができる。 

711 Karshtedt の提唱する因果責任原則は、この点について示唆的である。また、同論者は、因果責任の考え方は

刑法上の間接正犯理論に親和性を有するとも指摘する。See Karshtedt, supra note 362, at 605–15. 
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 中国において、刑法分野では間接正犯の考え方が採用されており712、因果関係の強さを根

拠として行為の帰責を正当化するのは、理論上差し障りはない。それに加え、ポータル Web

サイトアクセス方法事件における、「被疑侵害者の被告製品を製造、販売する行為こそが、

ユーザーによる特許方法の実施を直接に引き起こした」という説示から、前述した価値判断

を読み取るができることに鑑み、それを手掛かりに将来の裁判実務上使われ得る判断基準

を抽出すると、他者の行為は被疑侵害者が直接的に引き起こしたものであれば、それを被疑

侵害者自身が行ったものとみなし、特許権侵害の成否を判断することになる（以下「引き起

こし基準」という。）。 

  ウ）引き起こし基準の要件論 

 因果関係責任の考え方を踏まえて、被疑侵害者が他人の行為を直接的に引き起こしたか

否かの評価は、以下の側面から行われるべきである。第一に、「引き起こした」というため

には、客観的見て、他者が一定の工程を行う必然性がある必要はなく、極めて高い程度の蓋

然性で足りると思われる713。その理由は、必然性を要求すると、同基準の適用場面が著しく

狭められることになりかねず、妥当な判断を導き難い。例えば、被疑侵害者が工程を実行さ

せるための条件を整え、各工程に関する具体的なやり方を指示して、最終的に実行するかど

うかをユーザーの決定に任せる場合、侵害を肯定することができず、ソフトウェア関連製品

 
712 吉林省高級人民法院（2018）吉 01刑终第 105 号、福建省安渓県人民法院（2017）闽 0524刑初第 361 号を参

照。 

713 あるいは、必然性要件について「特定の活動への参加又は利益の受領を欲するのであれば」という限定付けを

する必要があると思われる。 
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に他の機能を搭載することにより侵害責任を容易に免れることになる。また、被疑侵害者

は、他人が一定の工程を行う非常な高度の蓋然性がある状況をコントロールしていれば十

分であり、自ら工程を実行する必要はない（それゆえ、同基準は非実行者パターンでも適用

され得る。その妥当性につき後述する）。第二に、主観的態様について、予測可能性を確保

するために、被疑侵害者が他人の行為が行われ、一定の技術的効果が発生することを意図し

ていることを要件とすべきであるのに対し714、特許権に関する認識までは不要である。また、

他者が発明の実施につき善意であることを要件とすべきではない。第三者の主観的態様は、

あくまで因果関係の切断を検討する際の考慮要素に過ぎず、一般消費者は発明が実施され

ることを知っていても、業者が創出した状況を止める能力がないため、被疑侵害者に責任を

とらせるべきであることに変わりはない。第三に、「直接的に」と言えるかどうかは、第三

者の介入により被疑侵害者の行為と実施結果の発生との因果関係が切断されたか否かの観

点から認定すべきであり、具体的には、当該第三者が工程全体を把握しているかどうか、積

極的に工程の進行を変更することができるかといった要素が参考になる。 

  エ）一部実行者パターンへの引き起こし基準の適用 

 引き起こし基準を一部実行者パターンに適用するメリットは、次のとおりである。まず、

因果関係責任を根拠に、行為の帰責を正当化するための理論構成の欠如を補うことができ

る。また、同基準は、強い因果関係を重視する代わりに、主観的要件の方で特許権への認識

を不要とし、立証ハードルを下げている。したがって、被疑侵害者が発明の実行される蓋然

 
714 また、他人が必然に一定の工程を行うといった特段の事情があれば、意図を推定することができる。 
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性が極めて高い状況を自ら創出した場合、特許権を認識していないことを口実に侵害責任

を免れるという抜け穴を防ぐことができる。その反面、発明の実行される蓋然性が高いもの

の、因果関係が引き起こし基準を満たすほど強いものではない場合、さらに被疑侵害者が特

許権侵害を幇助・教唆する意図があるかどうかを吟味して、有責性を認定するのが妥当であ

ろう。一部実行者パターンについて、同基準と間接侵害活用説を併用すると、被疑侵害者の

行為と実施結果との因果関係の強弱に応じて主観的要件の証明ハードルを調整することが

でき、各種の侵害場面に柔軟な判断を行うことが期待できると考えられる。 

（２）非実行者パターン 

  ア）非実行者パターンへの引き起こし基準の適否 

 行為の帰責に関する各理論構成は、主に一部実行者パターンを念頭に提示されていたが、

少なくとも日本と中国では、非実行者パターンに関しても他の実行者の行為を非実行者に

帰責し、よって直接侵害責任を負担させることに、強い違和感を持たれない。確かに、非実

行者パターンを、主観的悪意の有無が重視される間接侵害責任アプローチのみで処理する

と、とりわけ「業者対顧客」の場合では、真の責任主体とされるべき業者の行為と直接実施

行為との間に強い因果関係があるにもかかわらず、なお特許権への認識や意図等を満たす

必要があり、硬直的すぎる判断基準になってしまうと言わざるを得ない。また、業者がコン

トロールする状況における発明の実施される蓋然性が変わらなくても、自ら少しだけの工

程さえ実行すれば、直ちに行為の帰責に関する各理論構成が働き、それにつれて主観的要件

の証明責任が軽減されることになると、バランスを欠く結論になりかねない。故に、非実行
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者パターンに関して、引き起こし基準といった理論構成に基づく直接侵害責任アプローチ

の適用余地を否定すべきではないと思われる715。 

 そうすると、非実行者パターンにも引き起こし基準と間接侵害法理（又は間接侵害活用

説）が併用されることになり、間接侵害法理の意義を没却するとの懸念が生じるかもしれな

い。しかし、引き起こし基準は、実施結果を惹起する極めて高度の蓋然性というほどの強い

因果関係を要求することから、侵害行為を惹起する高い蓋然性を有するだけで間接侵害に

当たるとされるような行為は、同基準を満たさない場合が考えられる716。つまり、間接侵害

法理は、被疑侵害者の行為と実施結果との因果関係がそれほど強くない場合でも、行為者の

有する主観的悪意に関する要件を加重することにより、侵害責任を負わせる機能を一般的

に有する。 

 むしろ、日本では主観的要件を不要とする専用品型間接侵害規定があることに鑑みれば、

引き起こし基準で対処され得る事案に関しても、解釈論上の工夫により間接侵害法理の主

観的要件を柔軟に捉えることにより717、引き起こし基準を間接侵害法理に読み込むことが

可能ではないかと思われる。 

 
715 くわえて、間接侵害規定の立法が難航し、幇助侵害に関しては専用品が厳しく解釈され、主観的要件がさらに

要求される現状に鑑み、直接侵害責任アプローチを活かす現実的な意義が大きいと考えられる。 

716 また、因果関係が切断される場合にも、間接侵害法理の出番があり得る。例えば、同業者に対して専用品を提

供する場合、当該業者が発明の実施態様を認識し得るのみならず、積極的に最初の販売者が作り出した状況を

（非侵害用途の部品を付け加え又は特許権者と積極的に交渉を行うなどすることにより）変更することもできるため、

最初の販売者との関係では引き起こし基準が働かないことになる。 

717 See Lemley, supra note 705, at 241–246. 
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  イ）非実行者パターンへの引き起こし基準の適用 

 代替不可な実質的役割基準の代わりに、引き起こし基準を非実行者パターンに適用する

と、そのメリットは次のとおりである。第一に、行為の帰責に関する原則に基づき、規範的

に侵害主体を認定するという手法をとるため、方法の使用について歪んだ解釈を行わなく

て済む。第二に、他者の行為に着目し、それを被疑侵害者が行ったものと擬制するため、侵

害行為が発生すると判断される時点は、被疑侵害者が発明の実施に向けて準備作業を行う

時点ではなく、他者の行為が行われる時点である。したがって、特許権の保護期間を不当に

延長させる問題が生じ得ない。第三に、他者の行為を被疑侵害者に帰責した上で、オールエ

レメントルールに沿って侵害の成否を判断するため、保護範囲を不当に拡大させる懸念を

解消することができる。 

（３）統一した侵害責任主体の判断枠組み 

 以上をまとめると、一部実行者パターンであろうが非実行者パターンであろうが、複数主

体が方法発明の実施に関与する事案について、因果関係と主観的態様という二つの観点か

ら真の責任主体を認定する作業が肝要である。その際、因果関係の強弱に合わせて主観的要

件の証明ハードルを調整することが望ましい（図１参照）。 
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図 1 

 限界例から見ると、端点 bにおいて、（例えば、被疑侵害者が発明の実施用に特別に作ら

れ、非侵害用途にも使用され得る製品を販売等するような）侵害の発生との間に高い蓋然性

という程度の因果関係しかない場合が考えられ、かような場合に被疑侵害者に二次的責任

を課すためには、共同不法行為原則に基づき、通常、特許権への認識を含めた権利侵害を幇

助・誘引する意図を有するという程度の主観的要件が要求される718。他方、端点 aでは、被

疑侵害者が自ら物理的に全ての工程を行っており、その主観的態様を問わず、一律に直接侵

害責任が生じる。被疑侵害者の行為と侵害結果との因果関係が強くなればなるほど、主観的

要件が緩く解釈される方向に偏りつつある。 

 そして、臨界点 cにおいて、因果関係の強さが一定程度に達していれば、全て又は一部の

工程を実行する他の関与者（複数主体でもよい）の行為を被疑侵害者に帰責することがで

き、特許権への認識がなくても、直接侵害責任を認めることになる。その際、行為の帰責と

いうための主観的要件として、解釈論上、他者が一定の行為を行うことに関する意図又は認

識から主観的要件が不要とされるまでの幅があり得る。また、前述したように、間接侵害規

 
718 米国特許法第 271 条（b）、日本特許法第 101 条第 2 号・第 5 号参照。 
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定（法理）を柔軟に解釈すれば、因果関係の強さが臨界点 c におけるそれを超える場合に

も、間接侵害規定（法理）に基づき侵害責任を認め得る719。主観的要件と因果関係との間に

バランスさえとっていれば、直接侵害責任か間接侵害責任かは整理の問題に過ぎないと思

われる。現実では複数主体による特許権侵害の形態が多種であることに鑑み、責任の転嫁と

行為の帰責に関する原則の併用を認めた方が妥当だと思われる。 

４.２.２ システムの発明について 

 最後に、システムの発明について生産又は使用を規範的に解釈すべきか、との問題につい

て触れる。 

 古典的な物の発明と異なり、ネットワーク関連発明の場合、各構成要素が分散しても発明

の技術的思想を実現できるという特徴があるため、使用の解釈に当たって、全ての構成要素

を物理的に保有することを要求すると、直接侵害者がいないとの事態が生じてしまう。それ

ゆえ、各国の裁判実務に鑑み、使用を規範的に評価することが望ましい。具体的な定義付け

については、システム全体への支配管理のほか、発明の技術的効果を享受していることも考

慮すべきである。さもなければ、技術的思想が利用されていない場合でも特許権が及んでし

まい、被疑侵害者に酷である。 

 また、全ての構成要素を保有することなく、構成要素たる各装置を連結するためのウェブ

サイトを立てるようなシステムの作動環境を整備する行為を、生産として規範的に評価す

べきではないと考えられる。古典的な物の発明に関しては、その物理的な構造自体に技術的

 
719 例えば、日本特許法第 101 条第 1 号・第 4 号は道具理論と互換的に使われ得る場合がある。 



 
252 

思想が現れているのに対し、ネットワーク関連発明の技術的特徴は、システムの組立方法で

はなく、各構成要素の間におけるやりとりにあるため、作動環境を整備するだけでは、かか

る技術的思想が利用されたとは言い難い。よって、全ての構成要素がネットワークを通じて

お互いに繋がってはじめて、システムの生産が行われたというべきであろう720。 

 
720 そうすると、システムの発明について、生産と使用が同時になされることも考えられるが、ネットワーク関連発明は、

同様の技術的思想についてシステムと方法に書き分ける場合が多いことに鑑み、必ずしも奇異な事態ではないと

言えよう。 
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六 結語 

 特許権侵害の成立を認めるためには、原則として、特許発明の構成要件の全てについて実

施行為がなされる必要がある。他方、複数主体が特許発明の実施行為に関与する場合、直接

侵害に対する一定の幇助行為・予備行為を規制するものとして、間接侵害という侵害類型を

認める等の法的対応が早い時期から模索されてきたものの、それだけでは現実に起こり得

る多様な侵害状況を解消できるとは言いきれない。とくに、昨今のデジタル技術の急速な進

歩とネットワーク関連発明をベースとしたビジネスの展開に伴って、この懸念はもはや理

論的な話にとどまらない。実際に、複数主体が介在することで特許権侵害が発生する場合が

増加し、誰のどのような行為について如何なる理論構成を用いて特許権行使を認めるべき

かを検討することが、喫緊の課題となる。 

 以上の問題意識を踏まえて、本論文は、複数主体が関与する特許権侵害について、間接侵

害及びそれ以外の理論構成という二つの視点から、中日米における裁判例、学説を概観した

上で、中国における現行法制度の問題点、その要因及び解決策を考察した。特に中国に係る

分析及び提言を要約すれば、以下のとおりである。 

 中国では、学説上、間接侵害の明文化をめぐる議論の収束が見込まれず、第四回専利法改

正でも間接侵害規定の導入が見送られた結果、2016年司法解釈第 21条に従って、間接侵害

行為に対する責任追及を民法上の共同侵害規定に委ねるという実務慣行は、当面維持され

る。他方、同条による権利行使が困難であるという不都合を解消するために、これまでの裁

判実務では、構成要件の全てを充足しない行為であっても、特別の解釈手法を採用すること

により直接侵害と評価する傾向が見られる。しかし、そのような手法は、他国の裁判実務と
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整合せず、特許制度の基本原則に背くという問題がある。とりわけ、ネットワーク通信分野

における方法発明を念頭に、最高人民法院が提示した代替不可な実質的役割基準は、方法の

「使用」を規範的に解釈することにより非実行者を直接侵害者と評価するものであって、方

法発明を物の発明に転化し、ひいては特許権の保護期間を延長させる結果をもたらし得る

だけではなく、特許権の保護範囲を不当に拡張させ、第三者の予測可能性及び公示機能を害

するといった特許制度の基本的秩序に係る問題を生じさせかねない。くわえて、同基準は、

一部実行者に対して侵害責任を追及するための理論構成を提示していないため、その適用

場面はかなり限られている。 

 前述のような裁判実務に至る背景として、本来間接侵害行為を規制すべき役目を割り当

てられた 2016年司法解釈第 21条が機能不全に陥ってしまうことが、しばしば指摘される。

それは、間接侵害の制度趣旨に関する検討が十分になされておらず、共同侵害制度と絡めて

間接侵害法理を論じることがあまり違和感なく受けられてきた結果、条文上厳しい要件が

課されており、実務上柔軟な解釈を行うことが難しいからであると考えられる。つまり、意

思連絡と損害賠償を中心に構築された共同侵害制度は、特許権保護に関する政策判断を反

映し難いにもかかわらず、あえて共同侵害制度の枠組みで間接侵害行為を規制しようとし

ているために、特許分野特有の価値判断が犠牲にされてしまうという結果になった。 

 そこで、中国の現行裁判実務の問題点を解決するためには、間接侵害の制度設計及び複数

人侵害の問題に関する理論構成の模索が不可欠な作業となる。間接侵害制度のあり方につ

いて、特許権の実効的な保護を目処に、成立要件を見直す必要がある一方、民法上の統一的

な権利救済体系を活かして、差止めと損害賠償を認めるための責任要件を分けて導入する
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ことにより、特許権の過剰保護を防ぐべきである。複数人侵害の問題について、方法発明に

関しては、因果関係の強弱に合わせて主観的要件の証明ハードルを調整することが望まし

いため、代替不可な実質的役割基準を修正しつつ、引き起こし基準と間接侵害法理をあらゆ

る場面で併用することにより、日米の法制度と同様の規制効果が期待される。また、システ

ムの発明に関しては、「使用」の概念を規範的に解釈する手法が妥当と考えられる。 

 最後に、残された課題として、ネットワーク関連発明に関する侵害行為が複数国にまたが

って行われるケースをどのように扱うべきかという問題がある。とりわけ、知的財産権に関

しては、他の財産権から区別される最大の特徴として、属地主義の原則が妥当していると伝

統的に考えられてきたため、同原則の意義を踏まえて、特許権行使の可否を検討する必要が

ある。この問題については、他日を期することとしたい。 
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